
参考：登録団体総数 738 団体

登録施設 団体数 登録施設 団体数 登録施設 団体数

中央 104 新町 30 押立 8

白糸台 27 住吉 34 四谷 10

西府 37 是政 19 片町 53

武蔵台 23 紅葉丘 15 文化生涯学習課 378

学習内容 団体数 学習内容 団体数 学習内容 団体数

文芸 18 舞踊･演劇 111 子育て 32

美術･工芸 127 語学 35

音楽 166 生活･文化 74 軽スポーツ 99

その他 61

府中市文化スポーツ部文化生涯学習課

令和4年度府中市社会教育関係団体（自主グループ）一覧表

（学習内容別）

令和4年4月30日現在文化生涯学習課届出受理分

【配布用】

人文・自然科学 15



令和4年度　府中市社会教育関係団体登録一覧(配布用)　目次

文芸 詩吟・俳句・短歌・作詠・朗読・文章創作・漢詩・和歌・新体詩 1 語学 英会話・ｲﾀﾘｱ語・ﾌﾗﾝｽ語・ドイツ語・ｽﾍﾟｲﾝ語･中国語 20～21

絵画・ｱｸﾘﾙ画・油絵・植物画･水彩画・日本画・彩色墨絵・水墨画 1～3 着付け・茶道・和裁・洋裁・料理・食生活・ﾊﾟﾝ作り・お菓子作り・食育 21～22

俳画・ﾃﾞｯｻﾝ・鉛筆ﾃﾞｯｻﾝ・木彫・銅版画・写真・絵手紙・ｺﾛｼﾞｵﾝ版画・版画 3～4 囲碁・将棋・競技かるた・手品・ｺﾝﾄﾗｸﾄﾌﾞﾘｯｼﾞ・健康麻雀・茶道・いけ花・

七宝焼・陶芸･作陶・ﾘﾎﾞﾝﾌﾗﾜｰ･籐工芸・折り紙・ﾘｻｲｸﾙ小物作り・ ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ･盆栽・山野草

ｸﾗﾌﾄ製作・ﾖｰﾛｯﾊﾟ刺繍･ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ・刺繍・編物・手芸 がんﾎｽﾋﾟｽ・五感体操・手話・食育・香道・平和・福祉・教育・憲法・介護・

創作工芸・籐あみ・書道・ﾍﾟﾝ習字・硬筆・写真・ｶﾒﾗ撮影・漆芸・金継ぎ・ 自然保護・地域交流・環境・防災・清掃・高齢者･障害者福祉・文芸・美術

映画鑑賞･ﾋﾞﾃﾞｵ撮影・ﾊﾟｿｺﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器の学習 親子ﾘﾄﾐｯｸ・ﾘｽﾞﾑ体操・ﾀﾞﾝｽ・親子ﾀﾞﾝｽ・子育て交流・絵本の読み聞かせ・

管楽ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･室内楽・ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ・器楽・ﾌﾙｰﾄ･弦楽・ｳｸﾚﾚ・ ﾋﾟﾗﾃｨｽ・教育・自然体験・児童館活動・特別支援教育・発達障害児相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　　笛・ﾋﾟｱﾉ・ｷﾞﾀｰ・吹奏楽・ｵｶﾘﾅ・ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙ・ｵｰｹｽﾄﾗ 近現代史・郷土史・古文書・ｲｽﾗﾑ社会・ｱﾏﾁｭｱ無線・ﾊﾟｿｺﾝ・科学・

三味線・尺八・三曲合奏・大正琴･琴・三絃・民謡・和太鼓・武蔵国府太鼓・ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ・野鳥観察・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｽﾀﾃﾞｨ

府中囃子・邦楽器・篠笛・ﾊｰﾓﾆｶ 卓球・ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ・ﾀﾞﾝｽ・ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ・ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ 27

合唱･ｺｰﾗｽ･混声合唱･ｵﾍﾟﾗ・女声合唱・ﾎﾞｲｽﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ・歌謡・男声合唱・ｼｬﾝｿﾝ 10～12 健康体操・ｽﾄﾚｯﾁ・柔軟体操・ｴｱﾛﾋﾞｸｽ・自力整体・骨盤矯正･ﾊﾞﾗﾝｽｳｫｰｷﾝｸﾞ・

仕舞・謡曲・観世流謡曲・宝生流謡曲・三味線・尺八・童謡・民謡・ｶﾗｵｹ・能楽 12～13 ﾗｼﾞｵ体操・ﾘｽﾞﾑ体操・ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞ･ｺﾞﾑ体操・介護予防体操・健康学習

詩吟・吟詠・発声法・呼吸法・歌謡曲・音楽鑑賞・ｶﾗｵｹ・ｺﾞｽﾍﾟﾙ 13～15 太極拳･練功･練功十八法・中国体操・気功・養生気功 29～30

軽ﾀﾞﾝｽ・ｽﾄﾚｯﾁ・ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ・ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽ・ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴ・ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ・古典芸術・ ﾖｶﾞ・ﾖｰｶﾞ・ﾋﾟﾗﾃｨｽ・ｽﾄﾚｯﾁ・呼吸法 30～31

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ・社交ﾀﾞﾝｽ・ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽ・ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾀﾝｺﾞ・ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ･ZUMBA・吹矢・ﾀﾞｰﾂ・四半的弓道･ｽﾎﾟｰﾂ吹矢・空手・卓上ｶｰﾚｯﾄ 31

ﾓﾀﾞﾝﾀﾞﾝｽ・ﾌﾗﾀﾞﾝｽ・ﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ・ﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽ・ｳｸﾚﾚ ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｺﾐｭﾆﾃｨｰづくり・旅行･地域婦人活動・PTA 31～32

新舞踊･日本舞踊･民踊・民舞・日舞・安来節・よさこい・よさこい鳴子踊り・ ｽｸｴｱﾀﾞﾝｽ・地域交流・異文化交流・映像・青少年育成勉強会・防火防災・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東洋舞踊・子供仕舞・観世流仕舞・演劇・ミュージカル 平和・発達障害者の社会参加・教育環境・年金制度介護福祉問題・環境問題・

生涯学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　等

◆一覧表の見方◆

・活動場所は省略して表記しています。＊各地区文化センターは（例　白糸台文化センター→白糸台）

・学習内容は大まかな範囲で類似する分野に含めています。

・｢活動日」欄の①②③④は週数を表しています。（例：第1水曜日→①水）

・｢活動時間」は目安として、午前…９時～１２時　午後…１２時～１７時　夜間…１７時以降です。

・会費などは府中市への登録時の情報です。変更する場合があります。

・各団体への連絡先は、生涯学習センターまたは、お近くの文化センターまでお問合せください。

　府中市文化スポーツ部文化生涯学習課生涯学習係　電話：０４２－３３５－４３９４　ＦＡＸ：０４２－３６５－３５９３
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

2136 詩吟 やまなみ ｼｷﾞﾝﾔﾏﾅﾐ 漢詩を詠う ①②③木 午前 10 月 1,500 中央

5519 白糸台吟詠教室 ｼﾗｲﾄﾀﾞｲｷﾞﾝｴｲｷｮｳｼﾂ 漢詩、和歌、新体詩 月4回月 午後 9 月 2,500 60代以上 白糸台

5779 岳精流府中支部厳美会 ｶﾞｸｾｲﾘｭｳﾌﾁｭｳｼﾌﾞｹﾞﾝﾋﾞｶｲ 詩吟 ②③④水 夜間 10 月 3,200 60代以上 片町

2187 府中中央俳句会 ﾌﾁｭｳﾁｭｳｵｳﾊｲｸｶｲ 俳句句会の開催 ④土 午前 17 月 1,000 60～70代 中央

2443 卯の花会 ｳﾉﾊﾅｶｲ 俳句 ③木 午後 10 半年 600 60代以上 武蔵台 会費は年2回納入

3997 府中市俳句連盟 ﾌﾁｭｳｼﾊｲｸﾚﾝﾒｲ 自作俳句の発表・相互鑑賞
①日③金④
火

午後 24 年 9,000 府中市内

4000 楝会 ｵｳﾁｶｲ 俳句 ②月 午後 35 月 500 60代以上
ルミエール、
白糸台

5746 片町文化センター俳句会 ｶﾀﾏﾁﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰﾊｲｸｶｲ 俳句の実作と研修 ③土 午後 9 月 500 60～70代 片町

5977 俳句磁石の会 ﾊｲｸｼﾞｼｬｸﾉｶｲ 句会・俳句研究会 ④土 午前 8 回 500 60～70代 中央

2204 むさし野歌会 ﾑｻｼﾉｶｶｲ 短歌の作詠・鑑賞 ①土 午後 15 年 4,000 80代以上 中央 会費は年2回に分けて納入

4150 麦短歌会 ﾑｷﾞﾀﾝｶｶｲ 短歌の研究・創作 ③木 午後 14 月 1,500 60代以上 中央

5156 府中青垣短歌会 ﾌﾁｭｳｱｵｶﾞｷﾀﾝｶｶｲ 短歌 ③木 午後 12 月 1,000
20～30代
60代以上

プラッツ他

30465 多摩文学同好会 ﾀﾏﾌﾞﾝｶﾞｸﾄﾞｳｺｳｶｲ 文学研究・創作 ④木 午後 10 年 1,000 西府

2134 文の会 ｱﾔﾉｶｲ 文章創作 ④月 午後 7 なし 60代以上 中央

2157 朗読の会 「もえぎ」 ﾛｳﾄﾞｸﾉｶｲﾓｴｷﾞ 文学作品朗読 ①③土 午前 8 月 1,500 60代以上
中央、生涯
他

入会金別途1000円

12347 朗読グループ 八重の会 ﾛｳﾄﾞｸｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾔｴﾉｶｲ 朗読 月3回土or月 午後 10 月 4,000 60代以上
中央、片町、
プラッツ

20291 朗読の会 ﾛｳﾄﾞｸﾉｶｲ 朗読 ①③火 午前 7 月 2,000 60代以上 武蔵台

30319
府中年金者組合朗読の会ひま
わり

ﾌﾁｭｳﾈﾝｷﾝｼｬｸﾐｱｲﾛｳﾄﾞｸﾉｶｲﾋ
ﾏﾜﾘ

朗読 ①③木 午後 7 月 2,000 70～80代 中央

29626
ふちゅう美術のまちの会（観て・
識って・語ろう）

ﾌﾁｭｳﾋﾞｼﾞｭﾂﾉﾏﾁﾉｶｲ(ﾐﾃｼｯﾃｶﾀﾛ
ｳ)

府中市美術館展示作品鑑賞
及び市内彫刻類資料調査

②土 午前 10 年 1,500
プラッツ、文
化他

入会金別途1000円

4088 アトリエ彩 ｱﾄﾘｴｻｲ 絵画 ②④土日他
午後
夜間 12 月 5,000 30～70代 白糸台他

4251 アクリルとデッサンの会 ｱｸﾘﾙﾄﾃﾞｯｻﾝﾉｶｲ アクリル画 ②④水 午後 8 月 1,500 60～70代 中央

5471 武蔵台絵画サークル ﾑｻｼﾀﾞｲｶｲｶﾞｻｰｸﾙ 絵画 ①③日 午後 9 月 3,000
～10代、
60～70代

武蔵台 子供は会費2000円

1ページ



No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

6893 基礎 ｷｿ 絵画（ﾃﾞｯｻﾝ､水彩､油絵他） ①②③水 午前 15 月 3,000 20代以上 生涯他

15568 牛の会 ｳｼﾉｶｲ 絵画制作 ③土
午前
午後 33 年 10,000 60～70代 生涯

17167 コラージュ絵の会 ｺﾗｰｼﾞｭｴﾉｶｲ 絵画の制作・発表 ②④日 午後 11 月 2,800 20代以上
白糸台、中
央

定例学習会会場費別途月300円

2069 絵画 ケヤキの会 ｶｲｶﾞｹﾔｷﾉｶｲ 油絵 ②④木 午後 9 月 3,500 60代以上 生涯他 入会金別途5000円

2246 府中油絵同好会 ﾌﾁｭｳｱﾌﾞﾗｴﾄﾞｳｺｳｶｲ 油彩水彩など絵画制作 ②④土 午後 18 月 3,000 中央 会費は4か月分前納

5446 若葉会 ﾜｶﾊﾞｶｲ 油絵 ②④日 午前 11 月 1,000 60代以上 西府 80歳以上は会費変更の場合あり

1699 府中植物画の会 ﾌﾁｭｳｼｮｸﾌﾞﾂｶﾞﾉｶｲ 植物画 ②金 午前 9 月 2,000 60代以上 生涯 会費は偶数月に2か月分前納

2130 水彩画クラブ ｽｲｻｲｶﾞｸﾗﾌﾞ 水彩画 ②④火 午後 14 月 3,000 60～70代 生涯 会費は2か月分前納

2196 植物画さつき会 ｼｮｸﾌﾞﾂｶﾞｻﾂｷｶｲ 植物画 ③金 午後 9 回 500 60代以上 生涯

4102 水彩画サークル オリーブの会 ｽｲｻｲｶﾞｻｰｸﾙｵﾘｰﾌﾞﾉｶｲ 水彩画 ②④水 午後 7 月 3,500 60代以上
中央、生涯
他

会費は偶数月に２か月分納入

4535 水彩画サークル「虹の会」 ｽｲｻｲｶﾞｻｰｸﾙﾆｼﾞﾉｶｲ 水彩画 ②④火 午前 15 月 3,000 60～70代 中央 会費は奇数月に2か月分徴収

4988 木陽彩の会 ﾓｸﾖｳｻｲﾉｶｲ 水彩画 ①水 午後 10 年 30,000 60代以上 中央

5521 水彩あおぞら ｽｲｻｲｱｵｿﾞﾗ 水彩画 ①③水 午後 7 月 2,000 60代以上 西府

15458 水彩画サークル 「ぱれっと」 ｽｲｻｲｶﾞｻｰｸﾙﾊﾟﾚｯﾄ 水彩画 ①③火 午前 14 月 3,000 60代以上 中央他 入会金別途1000円

21656 水彩画サークル「みずえ」 ｽｲｻｲｶﾞｻｰｸﾙﾐｽﾞｴ 水彩画 ②④木 午前 10 月 2,000 60～70代 中央他 年2回材料･予備･会場費2000円徴収

2086 日本画　たちばな会 ﾆﾎﾝｶﾞ ﾀﾁﾊﾞﾅｶｲ 日本画 ①木 午後 17 月 2,500 60～70代 生涯

2188 府中彩墨会 ﾌﾁｭｳｻｲﾎﾞｸｶｲ 彩色墨絵 ①③金 午後 10 月 1,500 60～80代 中央、生涯 活動に必要な特別費用は実費負担

3439 日陽会 ﾆﾁﾖｳｶｲ 日本画 ③水 午後 7 月 3,000 60代以上 中央、生涯 入会金別途1000円

4087 五彩会 ｺﾞｻｲｶｲ 水墨画 ②木 午後 10 月 3,500 50～80代 生涯

4114 三遠会 ｻﾝｴﾝｶｲ 水墨画 ③金 午後 8 月 2,500 60代以上 生涯 会費は偶数月に2か月分前納

5449 秋桜の会 ｺｽﾓｽﾉｶｲ 水墨画（墨彩画） ②④火 午後 12 月 1,600 20～70代 西府 入会金別途1000円

20411 みづき会 ﾐﾂﾞｷｶｲ 日本画 ①水 午後 8 月 2,500 60～70代 生涯 会費は2か月分単位で納入
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

21087 彩珠会 ｻｲｼﾞｭｶｲ 日本画 ②④土 午後 10 月 4,000
中央、紅葉
丘

入会金別途1500円

5953 俳画 茜 ﾊｲｶﾞｱｶﾈ 俳画 ①火 午前 8 月 500 西府

1664 火曜デッサン会 ｶﾖｳﾃﾞｯｻﾝｶｲ デッサン ①③火 午前 11 月 3,000 60～70代 生涯 入会金別途2500円

2126 デッサンの会 ﾃﾞｯｻﾝﾉｶｲ デッサンの学習 ①③火 午後 12 月 3,000 60代以上 生涯 会費は3か月分前納

2787 府中鉛筆デッサン画の会 ﾌﾁｭｳｴﾝﾋﾟﾂﾃﾞｯｻﾝｶﾞﾉｶｲ 鉛筆デッサン ②④月 午前 13 月 3,000 60～70代 生涯

2705 木彫ほうの木会 ﾓｸﾁｮｳﾎｳﾉｷｶｲ 木彫り ②④金 午前 8 月 2,700 60代以上 住吉

2122 ケヤキカメラクラブ ｹﾔｷｶﾒﾗｸﾗﾌﾞ 写真 ②④水
午前
午後 10 月 1,500 60代以上

関東地方周
辺

ﾌﾟﾘﾝﾄ等の費用は参加者均等に徴収

3430 絵手紙 きすげの会 月曜クラス ｴﾃｶﾞﾐｷｽｹﾞﾉｶｲｹﾞﾂﾖｳｸﾗｽ 絵手紙 ②月 午後 20 月 800 60代以上 生涯 会費6か月前納、　入会金別途1000円

3506 絵手紙遊遊 ｴﾃｶﾞﾐﾕｳﾕｳ 絵手紙 ②木 午後 14 月 1,000 60代以上 白糸台 年会費別途1500円

4035 絵手紙の会 ｴﾃｶﾞﾐﾉｶｲ 絵手紙 ④土 午後 10 月 1,500 60代以上 白糸台他

4539 絵手紙きすげの会 木曜クラス ｷｽｹﾞﾉｶｲﾓｸﾖｳｸﾗｽ 絵手紙 ①木 午後 19 月 800 60～70代 中央 入会金別途1000円会費6か月前納

5257 絵手紙きすげの会 火曜クラス ｴﾃｶﾞﾐｷｽｹﾞﾉｶｲｶﾖｳｸﾗｽ 絵手紙 ②火 午前 16 月 800 60代以上 中央 入会金別途1000円会費6か月前納

5338 絵手紙きすげの会　新町クラス ｴﾃｶﾞﾐｷｽｹﾞﾉｶｲｼﾝﾏﾁｸﾗｽ 絵手紙 ①火 午前 20 月 800 60代以上 新町 会費は6か月前納 入会金別途1000円

6929 絵てがみサークルかえで ｴﾃｶﾞﾐｻｰｸﾙｶｴﾃﾞ 絵てがみで交流を深める ①②③④木 午前 13 月 2,000 60～70代
中央､多摩
交流ｾﾝﾀｰ他

入会金別途1000円

1513 朋の会 ﾄﾓﾉｶｲ コロジオン版画 ②④月
午前
午後 8 月 1,000 60～70代 生涯 会費は偶数月に２か月分納入

1669 府中版画塾 ﾌﾁｭｳﾊﾝｶﾞｼﾞｭｸ 版画の習得 ②③水 午後 15 回 500 60～70代 生涯

2115 コロ版の会 ｺﾛﾊﾝﾉｶｲ コロジオン版画 ②③火
午前
午後 9 月 1,000 60代以上 生涯 会費は2か月分ずつ偶数月に徴収

2213 メディア版画倶楽部 ﾒﾃﾞｨｱﾊﾝｶﾞｸﾗﾌﾞ 現代版画 ②④土 午後 11 回 700 40～70代 生涯他 午後会費700円・午前夜間会費500円

4703 エッチングの会 ｴｯﾁﾝｸﾞﾉｶｲ 銅版画 ①②③④日 午後 12 回 700 20～70代
生涯、府中
市美術館

午前部、夜間部会費は500円

4705 ＥＸ－ＰＲＥＳＳ ＳＴＵＤＩＯ ｲｰｴｯｸｽ-ﾌﾟﾚｽｽﾄｩｰﾃﾞｨｵ 版画 ②④木 午前 11 回 500 生涯他 会費は午後700円、午前夜間は500円

7109 ロイヤル版画クラブ ﾛｲﾔﾙﾊﾝｶﾞｸﾗﾌﾞ 版画制作 月1回金
午前
午後 10 回 1,500 60～70代 生涯

7725 彩の会 ｻｲﾉｶｲ コロジオン版画 ①③土
午前
午後 10 月 1,000 生涯 会費は偶数月に2か月分徴収
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8760 銅版画サークル “カンナ” ﾄﾞｳﾊﾝｶﾞｻｰｸﾙｶﾝﾅ 銅版画の学習創作 ①②③④木 午後 16 月 1,000 40～70代 生涯 入会金別途1000円

11284 府中版画会 ﾌﾁｭｳﾊﾝｶﾞｶｲ 版画 月2回
午前
午後 17 年 1,000 40代以上 生涯他 展示会参加費500円

2794 あじさい会 ｱｼﾞｻｲｶｲ 七宝焼 ②④火
午前
午後 10 年 1,000 60代以上 紅葉丘 入会金別途1000円

2965 釉美会 ﾕｳﾋﾞｶｲ 七宝焼 ①③木 午前 10 月 500 40代以上 住吉

1688 光城会 ｺｳｼﾞｮｳｶｲ 陶芸 月4回（不定） 全日 9 回 1,500 40～70代 生涯

2638 武蔵台陶芸サークル ﾑｻｼﾀﾞｲﾄｳｹﾞｲｻｰｸﾙ 陶芸 ②③水 午前 7 月 1,000 60～70代 武蔵台 入会金別途3000円

2940 陶水会 ﾄｳｽｲｶｲ 陶芸 ①②③④水 夜間 9 月 2,500 60～70代 住吉 入会金別途3000円

4070 器会 ｳﾂﾜｶｲ 陶芸 ①②③④月 午前 7 月 500 40～70代 白糸台

4222 陶芸こすもすサークル ﾄｳｹﾞｲｺｽﾓｻｰｸﾙ 陶芸 ①②③④月 午前 10 月 2,000 40代以上 是政 入会金別途3000円

4245 どろん子 ﾄﾞﾛﾝｺ 陶芸 ②日 夜間 10 年 5,000 40～70代 中央 入会金別途5000円

5211 やきものの会 ﾔｷﾓﾉﾉｶｲ 作陶 ①②日
午前
午後 9 月 1,000 40～70代 紅葉丘

5216 陶紅会 ﾄｳｺｳｶｲ 陶芸 月3回月金
午前
午後 9 月 1,500 60代以上 紅葉丘 入会金別途2000円

5223 陶芸 織部会 ﾄｳｹﾞｲｵﾘﾍﾞｶｲ 陶芸 月1～2回土 午前 10 使用時 40～70代 白糸台
入会金別途1000円
会費都度徴収

5279 陶遊会 ﾄｳﾕｳｶｲ 陶芸 ②③④土 午前 10 月 1,000 60～70代 四谷 入会金別途3000円

5401 西陶会 ｾｲﾄｳｶｲ 作陶 ①②③④金 午前 8 月 3,000 60～70代 西府 入会金別途3000円

5411 炎 ﾎﾉｵ 陶芸 ①②③④木 午前 11 月 2,000 新町

5702 陶粋会 ﾄｳｽｲｶｲ 陶芸 ②④水 午後 9 月 3,000 70代以上 生涯

5955 サークル・ロクロ ｻｰｸﾙﾛｸﾛ 陶芸 ①③木 夜間 10 月 1,000 60～70代 中央 入会金別途5000円

6034 水燿会 ｽｲﾖｳｶｲ 陶芸 月4～5回水 午前 8 月 1,000 60代以上 片町 入会金別途3000円

6054 手びねり会 ﾃﾋﾞﾈﾘｶｲ 陶芸 ②④水 夜間 7 月 500 60～70代 中央

6156 陶芸サークル ティーカップ ﾄｳｹﾞｲｻｰｸﾙﾃｨｰｶｯﾌﾟ 陶芸 ①②③④金 午前 7 随時 40～70代 片町 入会金別途2000円

6399 白陶会 ﾊｸﾄｳｶｲ 陶芸 ①②③④水 午前 11 年 5,000 60～70代 白糸台 入会金別途3000円
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6607 楽窯 ﾗｸﾖｳ 陶芸
④金
（変動あり）

午前
午後 8 月 2,000 60～70代

生涯、紅葉
丘

入会金別途5000円
ｺﾛﾅ中会費1000円

6689 陶芸クラブ ﾄｳｹﾞｲｸﾗﾌﾞ 陶芸
月1回③土or
水

午前
午後 12 月 1,000 40～70代 生涯 入会金別途3000円

6692 土窯会 ﾄﾞﾖｳｶｲ 陶芸 月1回土or日 全日 12 月 1,000 生涯 入会金別途2000円

7103 武蔵台シニア陶芸の会 ﾑｻｼﾀﾞｲｼﾆｱﾄｳｹﾞｲﾉｶｲ 陶芸 ①③金 午前 8 月 3,000 60～70代 武蔵台 入会金別途3000円

8216 グループ“うつわ” ｸﾞﾙｰﾌﾟｳﾂﾜ 陶芸 ①②③金 午前 7 年 3,000 60～70代 新町 入会金別途5000円（設備費含む）

8425 是政陶芸サークル ｺﾚﾏｻﾄｳｹﾞｲｻｰｸﾙ 陶芸 ①②③④水 午前 17 月 2,000 40代以上 是政 入会金別途3000円

11609 陶友会 ﾄｳﾕｳｶｲ 陶芸 ①②③④火 午前 7 月 2,500 西府 入会金別途1000円

11673 四季窯クラブ ｼｷﾖｳｸﾗﾌﾞ 陶芸 月2回（不定） 全日 12 月 1,500 40～80代 生涯 入会金別途1500円

15128 サークルキッチン ｻｰｸﾙｷｯﾁﾝ 陶芸 月1回土 午後 10 月 2,500 20～70代 生涯

27296 つちのこ ﾂﾁﾉｺ 陶芸 ①②③④木 午前 7 月 3,000 40代以上 押立 入会金別途5000円

29627 陶芸ボランティア ﾄｳｹﾞｲﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 陶芸 月1回 午前 17 なし 60～70代 生涯

29745 釉彩会 ﾕｳｻｲｶｲ 陶芸の製作及び観賞 ①②③土
午前
午後 10 月 500

会員宅､生
涯､文化他

入会金別途5000円

32591 楽陶 ﾗｸﾄｳ 陶芸 ②③月 午前 8 月 1,000 60～70代 住吉

6290 リボンフラワーサークル ﾘﾎﾞﾝﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙ リボンフラワー ②④木 午後 12 回 600 40～70代 片町

3387 ラタンサークル ﾗﾀﾝｻｰｸﾙ 籐工芸 ①③金 午前 11 3か月 5,000 40代以上 白糸台 年会費別途2000円

3629 フルーツバスケット ﾌﾙｰﾂﾊﾞｽｹｯﾄ 籐工芸 ②④土 午前 9 3か月 5,000 40～70代 白糸台

6490 折り紙同好会 ｵﾘｶﾞﾐﾄﾞｳｺｳｶｲ 折り紙の学習 ②④木 午前 10 月 1,000 白糸台

2129 あじさい（ヨーロッパ刺しゅう） ｱｼﾞｻｲ(ﾖｰﾛｯﾊﾟｼｼｭｳ) ヨーロッパ刺繍 ①③水 午前 12 月 2,500 60代以上 中央

3557 コスモス会 ｺｽﾓｽｶｲ 刺しゅう ①③木 午前 11 月 1,000 60代以上 中央

3701 キルトと手芸の会マーブル ｷﾙﾄﾄｼｭｹﾞｲﾉｶｲﾏｰﾌﾞﾙ パッチワークと手芸 ②④木 午前 9 月 500
中央、ルミ
エール府中

4202 フランス刺しゅうすみれ会 ﾌﾗﾝｽｼｭｳｽﾐﾚｶｲ 刺しゅう ②④水 午前 9 月 2,000 60代以上 武蔵台

5976 あじさい ｱｼﾞｻｲ ヨーロッパ刺繍 ②④火 午前 9 月 1,000 60～70代 片町
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6154 パッチワーク彩花 ﾊﾟｯﾁﾜｰｸｱﾔｶ パッチワーク ②④金 午前 8 月 2,000 60～70代 片町 ｺﾋﾟｰ代別途月200円

19483 ステッチ・サ－クル ｽﾃｯﾁｻｰｸﾙ 刺しゅう ②④金 午前 11 月 2,000 60代以上 中央 入会金別途1000円

5416 編物サークル ｱﾐﾓﾉｻｰｸﾙ 編物 ①③④木 午前 8 年 300 60代以上 西府

5539 手編みと手芸サークル ﾃｱﾐﾄｼｭｹﾞｲｻｰｸﾙ 手編み ②④月 午後 9 月 2,000 60代以上 新町 8月は夏休みとし会費徴収しない

13459 美好会 ﾐﾖｼｶｲ 手芸 ②④木 午前 10 月 100 60～70代 片町

27630 紅葉手作りの会 ﾓﾐｼﾞﾃﾂﾞｸﾘﾉｶｲ リサイクル小物作り 月1回（不定） 午後 13 月 500 60代以上 紅葉丘 材料費別途集金する場合あり

32918 マーガレット ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 手芸 月3回金 午前 14 月 100 60～70代 是政 材料費は別途

4009 ナチュラルリース ﾅﾁｭﾗﾙﾘｰｽ クラフト製作 ③金 夜間 10 40～50代 文化、生涯 材料費のみ都度実費で負担

15567 創作工芸 ルリユール ｿｳｻｸｺｳｹﾞｲﾙﾘﾕｰﾙ 創作工芸 ④土 午後 14 回 500 生涯 年間登録料別途3000円

29054 籐あみの会 ﾄｳｱﾐﾉｶｲ 籐あみ ②④水 午前 12 3か月 5,000 文化 会費は2,5,8,11月の月末に納入

31813 うるし・金継ぎを楽しむ会 ｳﾙｼｷﾝﾂｷﾞｦﾀﾉｼﾑｶｲ 漆芸・金継ぎ 月1回（不定） 午後 9 回 3,000 40～70代 中央

1181 武蔵台書道サークル ﾑｻｼﾀﾞｲｼｮﾄﾞｳｻｰｸﾙ 書道 ①③金 午前 8 月 3,500 80代以上 武蔵台 講師にお礼年2回1000円ずつ徴収

4830 府中市書道連盟 ﾌﾁｭｳｼｼｮﾄﾞｳﾚﾝﾒｲ 書道 不定 随時 98 年 2,500 40代以上
ﾌﾟﾗｯﾂ、中
央、ﾙﾐｴｰﾙ

5316 書道サークル“つくし” ｼｮﾄﾞｳｻｰｸﾙﾂｸｼ 書道（硬筆も含む） 月2回土 午後 13 月 3,000 ～70代 四谷 年会費別途5000円

5366 府中光友会 ﾌﾁｭｳｺｳﾕｳｶｲ 書道 ②④日 午後 9 月 1,300 40代以上 片町

5974 美文字書道サークル ﾋﾞﾓｼﾞｼｮﾄﾞｳｻｰｸﾙ 書道（漢字・かな） ①③金 午後 8 月 3,000 50～60代 中央、生涯 入会金別途3000円

19413 楽習会 ﾗｸｼｭｳｶｲ 習字 ②④火 午前 11 月 1,200 60～70代 新町

20735 書道を親しむ会 ｼｮﾄﾞｳｦｼﾀｼﾑｶｲ 書道（漢字、仮名、硬筆） ①③水 午後 17 月 4,000
～10代、
20～70代

紅葉丘 入会金別途1000円一般会費は5000円

20795 書道広場 ｼｮﾄﾞｳﾋﾛﾊﾞ 書道 ②④土 午後 15 月 2,000
～10代、
20～70代

生涯 入会金別途1000円

2872 武蔵台ペン習字サークル ﾑｻｼﾀﾞｲﾍﾟﾝｼｭｳｼﾞｻｰｸﾙ ペン習字 ②④水 午前 7 月 2,000 60～70代 武蔵台 入会金別途1000円

4092 中央ペン習字サークル ﾁｭｳｵｳﾍﾟﾝｼｭｳｼﾞｻｰｸﾙ ペン･筆ペン習字 ②④火 午前 9 月 2,000 40代以上 中央 入会金別途1000円

4560 子供硬筆クラブ ｺﾄﾞﾓｺｳﾋﾂｸﾗﾌﾞ 硬筆 ①③土④水 午後 15 月 2,800
～10代、
20～70代

生涯
会費大人2200円
入会金別途1000円
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15430 武蔵台子ども硬筆クラブ ﾑｻｼﾀﾞｲｺﾄﾞﾓｺｳﾋﾂｸﾗﾌﾞ 美しい文字の書き方 ②④水 午後 9 月 2,000 ～10代 武蔵台
入会金別途1000円､ﾃｷｽﾄ代700円､
施設費実費

20162 「はがきで文字遊び」の会 ﾊｶﾞｷﾃﾞﾓｼﾞｱｿﾋﾞﾉｶｲ 筆を使ってハガキを書き交流 ②水 午前 10 月 2,000 60代以上 片町

1680 楽しいフォト21 ﾀﾉｼｲﾌｫﾄﾆｼﾞｭｳｲﾁ 撮影技術の基本 ③土 午前 11 月 1,000 40代以上
生涯・教育
他

会費3か月前納

2738 府中美術写真会 ﾌﾁｭｳﾋﾞｼﾞｭﾂｼｬｼﾝｶｲ 写真
月2回③木他
撮影会

午後 13 年 12,000 70代以上 住吉 会費は年2回に分けて納入

4085
府中年金者組合写真クラブ 「け
やき」

ﾌﾁｭｳﾈﾝｷﾝｼｬｸﾐｱｲｼｬｼﾝｸﾗﾌﾞｹ
ﾔｷ

作品検討、講評、作品展 ③月 午前 13 月 1,000 60代以上
文化、プラッ
ツ

8842 府中写真同好会 ﾌﾁｭｳｼｬｼﾝﾄﾞｳｺｳｶｲ ネガカラー写真プリント ③日
午前
午後 12 半年 10,000 生涯

19636 デジタルフォト２０１１ ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾄ2011 デジタル写真・カメラ ②木 午前 18 月 1,000 60代以上 生涯他 入会金別途1000円

21642 写童１２ ｼｬﾄﾞｳ12
デジタルカメラによる写真撮
影

②火 午前 17 年 20,000 60代以上 生涯他 入会金別途1000円

30080 フォトサークル彩 ﾌｫﾄｻｰｸﾙｻｲ
写真技術の向上とその作品
の発表

月1回 午後 8 年 1,000 60代以上 中央 偶数月に勉強会、奇数月に撮影会

1735 ニューメディア研究会 ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱｹﾝｷｭｳｶｲ ﾊﾟｿｺﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器の学習
2か月に1回
③土

午後 10 なし 40代以上
生涯、住吉、
中央

入会金別途500円、

2053 府中ビデオサークル（ＦＶＣ） ﾌﾁｭｳﾋﾞﾃﾞｵｻｰｸﾙ(ｴﾌﾌﾞｲｼ-) ビデオ撮影等 ②④木 午後 15 年 1,200 60代以上
多摩交流セ
ンター他

会費は月100円

3481 ＴＡＭＡビデオクラブ ﾀﾏﾋﾞﾃﾞｵｸﾗﾌﾞ ビデオ作品制作 ②④土 午前 14 月 500 60代以上
多摩交流セ
ンター他

会費は半期単位で徴収

14905
府中年金者組合 映画をみよう
かい

ﾌﾁｭｳﾈﾝｷﾝｼｬｸﾐｱｲｴｲｶﾞｦﾐﾖｳｶ
ｲ

映画鑑賞 ③火 午後 13 月 200 60～70代 中央 必要に応じて随時徴収あり

2138
ふるーとアンサンブルコスモスベ
アーズ

ﾌﾙｰﾄｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺｽﾓｽﾍﾞｱｰｽﾞ フルートアンサンブル ②④土 午後 13 月 1,000
中央、片町、
西府

6000 ふちゅうギターサークル ﾌﾁｭｳｷﾞﾀｰｻｰｸﾙ 器楽 ①②③木 午後 10 月 4,500 40～70代
住吉、中央
他

9037 むさし府中笛連盟 ﾑｻｼﾌﾁｭｳﾌｴﾚﾝﾒｲ 笛の合奏 ①③木 夜間 10 年 1,000 中央 必要時随時徴収会費あり

15657 三多摩アコーディオンクラブ ｻﾝﾀﾏｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｸﾗﾌﾞ アコーディオンアンサンブル ①②③④金 夜間 10 月 1,000 三多摩地区

25774 ジーバース ｼﾞｰﾊﾞｰｽ 器楽 月2回（不定） 夜間 11 月 500 60～70代 府中市内

25794 ザ　笛美音 ｻﾞ ﾌｪｰﾋﾞｵﾝ 笛の演奏 ②④日 午後 11 不定期 500 60～70代 文化 必要に応じて徴収あり

27533 Ｌｙｒｉｓｃｈ ﾘﾘｯｼｭ 器楽アンサンブル ②火 午前 10 なし 市内

30852 ロイヤルハーモニークラブ ﾛｲﾔﾙﾊｰﾓﾆｰｸﾗﾌﾞ 楽器練習とアンサンブル 月1回水 午後 12 月 250 40～70代 生涯

4017 府中市民交響楽団 ﾌﾁｭｳｼﾐﾝｺｳｷﾖｳｶﾞｸﾀﾞﾝ オーケストラ ①②③④日 午前 62 半年 15,000 市内
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

2223 アマリリス合奏団 ｱﾏﾘﾘｽｶﾞｯｿｳﾀﾞﾝ 管楽アンサンブル ④土 午後 11 年 12,000 30～60代 文化、生涯 場合により臨時徴収あり

2937 ケニッヒアンサンブル ｹﾆｯﾋｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 室内楽 月3～4回月 午後 10 年 2,000 40～70代
武蔵台、中
央、西府

3280 弦楽合奏団 ｹﾞﾝｶﾞｸｶﾞｯｿｳﾀﾞﾝ 弦楽合奏 ②④木 夜間 12 月 4,000 20～70代 中央

17490 ジークレフピアノ指導者協会 ｼﾞｰｸﾚﾌﾋﾟｱﾉｼﾄﾞｳｼｬｷｮｳｶｲ ピアノ指導
月1～2回
（不定）

午前 10 年 500 40～70代 芸術劇場他

31570 アンサンブル・ジャスミン ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｼﾞｬｽﾐﾝ 室内楽
②月or火or
金

午前 7 50代 生涯、中央
会費は参加費を頭割り。コピー代都
度徴収

26474 ロマンス・ギタークラブ ﾛﾏﾝｽｷﾞﾀｰｸﾗﾌﾞ ギター演奏 ①②③月 午後 9 月 4,500 60～70代
中央、武蔵
台他

33243 ウクレレ ホ アロハ ｳｸﾚﾚ ﾎ ｱﾛﾊ ウクレレ演奏と音楽理論 ①②③月 午前 9 月 2,000 40～70代 生涯他

6506
府中シンフォニックウィンドアン
サンブル

ﾌﾁｭｳｼﾝﾌｫﾆｯｸｳｲﾝﾄﾞｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 吹奏楽
①②③④⑤
土

夜間 35 月 2,000 30～50代
芸術劇場、
生涯他

入会金別途2000円

23964 八吹会 ﾊｯｽｲｶｲ 吹奏楽 ②④土 午後 22 月 500
ルミエール
府中他

4143 ハッピーグース ﾊｯﾋﾟｰｸﾞｰｽ オカリナアンサンブル ②④水 午前 11 月 3,500 60代以上
中央、市内
集会所

月1回参加者は会費2000円

6759 リリアーレ ﾘﾘｱｰﾚ ハンドベル ①②③④水 午前 13 月 1,500 40～70代 生涯 入会金別途1000円､演奏会用積立有

7606 ベル浅間　Ⅱ ﾍﾞﾙｾﾝｹﾞﾝﾊﾟｰﾄﾂｰ ハンドベル ②④月 午後 10 月 500 生涯

16965 ブリリアント ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ イングリッシュハンドベル 月4回木 午前 10 月 3,500 40～70代 生涯

18613 虹の奏 ﾆｼﾞﾉｶﾅﾃﾞ ハンドベル ②③④月 夜間 14 月 3,000 40代以上 生涯他 休会費500円前月末までに連絡要

19035 ノイ ﾉｲ ハンドベル
月5～6回金
or土

午前
午後 10 月 3,600 40～70代

生涯、文化
他

20730 かふぇ　あんぶれら ｶﾌｪｱﾝﾌﾞﾚﾗ 器楽 ④火 午後 10 回 200 50代以上 文化

27435 オカリナ　ラルゴ ｵｶﾘﾅ ﾗﾙｺﾞ オカリナ演奏 ①②④月 午後 18 月 2,500 40～70代
生涯、中央、
新町

休会期間月会費500円

29238 ベルフルール ﾍﾞﾙﾌﾙｰﾙ ハンドベル ①②③④火 午前 9 月 4,000 40～70代 生涯

4021 府中三絃愛好会 ﾌﾁｭｳｻﾝｹﾞﾝｱｲｺｳｶｲ 琴・三味線 ①③木 午前 30 年 3,500 40代以上
白糸台、常
久公会堂

未成年者は会費2000円

6185 倭会三味線部 ﾔﾏﾄｶｲｼｬﾐｾﾝﾌﾞ 三味線 ①②③月 午後 10 月 3,000 60代以上 片町

15624 民謡 みすじの会 ﾐﾝﾖｳﾐｽｼﾞﾉｶｲ 民謡（唄と三味線） ①②③④木
午前
午後 12 月 2,000 70代以上 西府

2646 都友会 ﾄﾕｳｶｲ 尺八を主とした三曲合奏 ②日 午後 9 年 2,000 60～70代 武蔵台
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5495 竹の音会 ﾀｹﾉﾈｶｲ 尺八 ②④土 午前 11 月 1,000 新町、中央 行事等で必要時、都度集金有

6324 府中三曲尺八部会 ﾌﾁｭｳｻﾝｷｮｸｼｬｸﾊﾁﾌﾞｶｲ 尺八 不定 随時 10 60代以上 西府他 会費は必要な実費を徴収

2055 キュート ｷｭｰﾄ 大正琴 ④金 午後 9 月 1,000 60代以上 文化他

5312 琴伝流 大正琴さざなみ会 ｷﾝﾃﾞﾝﾘｭｳﾀｲｼｮｳｺﾞﾄｻｻﾞﾅﾐｶｲ 大正琴 ①③水 午後 8 月 2,500 60代以上 白糸台

5514 押立琴の会 ｵｼﾀﾃｺﾄﾉｶｲ 大正琴 ②④火 午後 7 3か月 5,000 20代以上 押立

6057 大正琴　琴香会 ﾀｲｼｮｳｺﾞﾄｺﾄｶﾞｶｲ 大正琴 ①③木 午後 9 月 2,500 60代以上 片町

6326 府中三曲箏曲部会 ﾌﾁｭｳｻﾝｷｮｸｿｳｷｮｸﾌﾞｶｲ 筝・三絃 不定 随時 15 40代以上 西府他 会費は必要な実費を徴収

19045 まま琴会 ﾏﾏｺﾞﾄｶｲ 大正琴 ①②③④水 午前 8 年 1,500 40～70代 是政、押立

20645 大正琴コスモスの会 ﾀｲｼｮｳｺﾞﾄｺｽﾓｽﾉｶｲ 大正琴 月2回（不定） 午前 7 回 1,300 60～70代 片町

3340 鼓太郎 ｺﾀﾛｳ 和太鼓 ①②③④土 夜間 18 月 500 ～10代 浅間中 会費は半年ごと納入

3371 山美鼓 ﾔﾏﾋﾞｺ 和太鼓・鉦・笛・踊り等 ②④土 午前 14 年 35,000
～10代、
20～50代

生涯、文化
他

小中学生25000円会費は原則前納

3488 武蔵国府太鼓 響会 ﾑｻｼｺｸﾌﾀｲｺﾋﾋﾞｷｶｲ 武蔵国府太鼓 ①②③④木 夜間 35 月 2,000
芸術劇場分
館

学生の会費は500円～1000円内

3611 鼓打魂 ｺﾀﾞﾏ 和太鼓
①②③④日,
月

夜間 10 月 1,000 20～70代 浅間中

6305 武蔵国府太鼓連盟 ﾑｻｼｺｸﾌﾀﾞｲｺﾚﾝﾒｲ 武蔵国府太鼓 月1回火 夜間 71 1団体年 50,000 中央 入会金別途10000円

10477 和太鼓サークル太陽 ﾜﾀﾞｲｺｻｰｸﾙﾃｨﾀﾞ 和太鼓 ①②③④木 夜間 10 月 3,000 20～50代 浅間中

13916 輪鼓 ﾘﾝｺ 武蔵国府太鼓 ②土 午後 9 月 500
ルシーニュ
音楽室

33169 朝日太鼓 ｱｻﾋﾀﾞｲｺ 和太鼓の学習 ②日 午後 18 月 2,000
～10代、
20～50代

生涯、文化
他

会費は家族単位、入会金別途3000円

4816 邦楽学習会 ﾎｳｶﾞｸｶﾞｸｼｭｳｶｲ 琴・三味線・日本舞踊等 ②④木 午後 12 月 100 60代以上 住吉他

5725 府中市三曲協会 ﾌﾁｭｳｼｻﾝｷｮｸｷｮｳｶｲ 箏・三絃・尺八 不定 随時 25 年 3,000 40代以上 西府他 入会金別途1000円

5948 府中囃子保存会 ﾌﾁｭｳﾊﾞﾔｼﾎｿﾞﾝｶｲ 府中囃子の練習、連絡会 月3回 夜間 1,550 1団体年 10,000 全世代
文化、生涯
他

5997 府中囃子保存会 武蔵台支部 ﾌﾁｭｳﾊﾔｼﾎｿﾞﾝｶｲﾑｻｼﾀﾞｲｼﾌﾞ 府中囃子 ①②③④土 夜間 38 月 500 全世代 武蔵台

7935 けやき邦楽アンサンブル ｹﾔｷﾎｳｶﾞｸｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 邦楽器合奏 不定 午前 10 実費 40代以上 西府他
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11329 笛のオーケストラ ﾌｴﾉｵｰｹｽﾄﾗ 各種笛の学習 ①③木 午後 12 月 2,500 60代以上 中央

29051 小枝の会 ｻｴﾀﾞﾉｶｲ 篠笛アンサンブル ①月 午前 11 年 1,200 60～70代 片町

17050 府中　ハーモニカ会 ﾌﾁｭｳﾊｰﾓﾆｶｶｲ ハーモニカ演奏 ②④金 午前 8 月 1,000 60～70代 中央 必要に応じて都度集金あり

33746 マラマスタイル ﾏﾗﾏｽﾀｲﾙ
ハワイの歴史・文化などを学
ぶ

月4回日
午前
午後 13 月 500 40～80代

生涯、文化
他

1487 きすげ合唱団 ｷｽｹﾞｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱 月2回火 午前 14 回 1,500 60～70代 文化、生涯 運営費別途年4000円

1563 混声合唱団 麗鳴 ｺﾝｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝﾚｲﾒｲ 混声合唱 ①②③④土 夜間 27 月 5,000 30～40代
文化、芸術
劇場他

会費は学生2500円中高生1500円

2079 合唱サークル ハピネス ｶﾞｯｼｮｳｻｰｸﾙﾊﾋﾟﾈｽ 合唱 ①③日 午後 11 月 1,500 60～70代
文化、公民
館

2221 ナイス・レディス ﾅｲｽﾚﾃﾞｨｽ コーラス ①土 午後 10 月 2,500 60代以上 中央 入会金別途1000円

2292 しいの実会 ｼｲﾉﾐｶｲ 合唱 ②④土 午後 19 月 2,000 60代以上 武蔵台 会費は2か月ごとに納入

2403 エヴァグリーン ｴｳﾞｧｸﾞﾘｰﾝ コーラス ②④月 午後 7 月 1,500 60代以上 武蔵台

3268 ＭＢＣ室内合唱団 ｴﾑﾋﾞｰｼｰｼﾂﾅｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱 月4回土 夜間 15 月 5,000 60～70代
片町、中央、
白糸台他

3618 府中合唱連盟 ﾌﾁｭｳｶﾞｯｼｮｳﾚﾝﾒｲ
市民合唱祭主管、各合唱団
との連絡他

④火 夜間 13 年 3,000 中央他

4122 コーラスサファイア ｺｰﾗｽｻﾌｧｲｱ コーラスの練習 ②④月 午後 7 月 1,500 文化

4189 混声合唱団カリーナ ｺﾝｾｲｶﾞﾂｼｮｳﾀﾞﾝｶﾘｰﾅ 合唱 ②③④日 午前 27 月 3,000 60代以上
中央、白糸
台、片町他

4611 混声合唱団たのしいコーラス ｺﾝｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝﾀﾉｼｲｺｰﾗｽ コーラス ①②③④月 午前 22 月 3,000 60～70代 中央他

4780 コール・フロイデ ｺｰﾙﾌﾛｲﾃﾞ 混声合唱 ①②③④月 夜間 24 月 4,000 40代以上
中央、劇場
分館他

5724 青空児童合唱団 ｱｵｿﾞﾗｼﾞﾄﾞｳｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱練習 ②④土 午前 8 月 1,000
～10代、
40～60代

住吉、片町
他

準会員１回500円

5760 ひまわり ﾋﾏﾜﾘ コーラス ①水 午前 7 月 2,500 60代以上 中央 入会金別途1000円

5795 府中アカデミー合唱団 ﾌﾁｭｳｱｶﾃﾞﾐｰｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱・コーラス 月4～5回金 夜間 68 月 4,000 20代以上
中央、住吉
他

5941 けやき混声合唱団 ｹﾔｷｺﾝｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱 月3～4回日 午後 32 月 3,000 40代以上
文化、芸術
劇場

6321 府中ひばりの会 ﾌﾁｭｳﾋﾊﾞﾘﾉｶｲ コーラス ①③木 午前 23 月 2,000 60代以上 片町 入会金別途1000円

6917 つぼみの会 ﾂﾎﾞﾐﾉｶｲ コーラス ④木 午後 9 月 2,500 60代以上 中央
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8459 ADMIRATION ｱﾄﾞﾐﾚ-ｼｮﾝ 合唱 ②④土 夜間 11 年 10,000 ～30代 新町、中央 会費19歳未満は年2000円

10651 みんなで楽しく歌う彩の会 ﾐﾝﾅﾃﾞﾀﾉｼｸｳﾀｳｱﾔﾉｶｲ 合唱練習 ②④金 午後 8 月 2,000 60代以上 中央

10975 混声コーラス「ひびき」 ｺﾝｾｲｺｰﾗｽﾋﾋﾞｷ 混声コーラス ①③日 午後 20 月 2,500 60～70代
新町、武蔵
台

月1会員1500円
別途積立金1000円

18250 古典音楽研究会 ｺﾃﾝｵﾝｶﾞｸｹﾝｷｭｳｶｲ 合唱 ①③日 午後 18 年 3,000 60～70代 中央

20269 名曲を歌う会 ﾒｲｷｮｸｦｳﾀｳｶｲ 歌謡 月2回月 午後 16 月 2,500 60代以上
ﾙｼｰﾆｭ､芸術
劇場分館

入会金別途1000円運営費月200円

22498 コーラス「歌のつばさ」 ｺｰﾗｽｳﾀﾉﾂﾊﾞｻ 合唱 ①③火 午後 16 年 2,000 60代以上 文化他

23610 エアフルト・オペラ合唱団 ｴｱﾌﾙﾄｵﾍﾟﾗﾄｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱、オペラ ①③火 夜間 15 月 2,000 20～70代 生涯、文化

26251 パープルシーズ ﾊﾟｰﾌﾟﾙｼｰｽﾞ コーラス 月2回土or日 午後 15 隔月 300
～10代、
40～70代

中央他

29052 ラ　コリーヌ ﾗ ｺﾘｰﾇ 混声合唱 ②④火 夜間 10 月 4,000 片町、住吉

29943 ベル・カント ﾍﾞﾙ･ｶﾝﾄ 合唱 月1回土 夜間 15 月 2,000
中央、生涯
他

年会費別途500円

31389 Compagno ｺﾝﾊﾟｰﾆｮ 合唱 ②④火or水 夜間 16 月 5,000 40～70代
文化、芸術
劇場他

年会費別途1000円

32264 府中紫金草合唱団 ﾌﾁｭｳｼｷﾝｿｳｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 合唱 ②④月①金 午後 18 月 3,000 60代以上 片町

2189 府中女声合唱団 ﾌﾁｭｳｼﾞｮｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 女声合唱 月4～5回月 午前 12 月 6,000 60～70代 中央他

2773 コーロ・アミーチ ｺｰﾛｱﾐｰﾁ コーラス 月3～4回金 午前 16 月 7,000 60代以上
住吉、片町、
四谷

年2回運営補足費として5000円徴収

3335 プリムローズ ﾌﾟﾘﾑﾛｰｽﾞ 女声合唱 ①②③④土 午前 9 月 4,000 40～70代 文化他

4004 歌う会 ｳﾀｳｶｲ 女声合唱 ③火 午後 18 回 600 40～70代 文化

4107 コール・ノイエ ｺｰﾙﾉｲｴ 合唱 ①②③水 午前 12 月 4,000 60～70代 文化

4534 コールゆう ｺｰﾙﾕｳ 合唱 ①②③④火 午前 10 月 4,500 60代以上
中央、白糸
台他

4783 ハミングバード ﾊﾐﾝｸﾞﾊﾞｰﾄﾞ 女声合唱 ①②③④金 午前 11 月 4,000 40～70代 押立

5201 女声合唱団クール・バロン ｼﾞｮｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝｸｰﾙﾊﾞﾛﾝ 合唱練習 月2回土 午後 8 月 6,000 70代 紅葉丘

5226 コールマリー ｺｰﾙﾏﾘｰ 合唱 ①③火 午前 20 月 2,500 40代以上 中央他

5282 耀（かがやき） ｶｶﾞﾔｷ 合唱 ①②③④木 午前 17 年 8,000 60～70代 中央他 講師受講料1回1000円
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活動
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5335 フリーデル・コ－ル ﾌﾘｰﾃﾞﾙｺｰﾙ 女声合唱 ①②③④水 午前 18 月 7,000 60代以上 新町

5372 西府コーラス ﾆｼﾌｺｰﾗｽ 女声コーラス ①②③④水 午前 15 年 40,000 40代以上 西府他 3か月ごとに10000円納入

5642 女声コーラス “円” ｼﾞｮｾｲｺ-ﾗｽﾏﾄﾞｶ 合唱 ①②③金 夜間 10 月 4,000 40～70代 片町他 未参加の月は会費2000円

6793 女声コーラスぐみの木 ｼﾞｮｾｲｺｰﾗｽｸﾞﾐﾉｷ 女声合唱 ②④日 午後 19 月 2,500 40代以上 中央、片町 月1回参加は会費1500円

6941 むらさき式部 ﾑﾗｻｷｼｷﾌﾞ 合唱（女声コーラス）
①④月②or
④土

夜間 12 月 8,000 40～70代
片町、西府、
住吉他

7934 アンサンブル・ヴォーチェ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｳﾞｫｰﾁｪ
女性合唱・ヴォイストレーニン
グ

②④土 午前 10 なし 60～70代 文化 楽譜､ｺﾋﾟｰ代は都度徴収､会場費は頭割

8306 Ｕ.Ｔ.Ａ. ﾕｰﾃｨｰｴｰ コ－ラス 月4回水 午前 11 必要時 40～50代 文化 必要に応じて経費を徴収

9486 りらの会 ﾘﾗﾉｶｲ コーラス ①②③水 午後 11 月 6,000 60代以上 四谷小他

11904 女声コーラス リアン ｼﾞｮｾｲｺｰﾗｽﾘｱﾝ 合唱 月3回月 午前 25 月 4,000 40～70代
芸術劇場分
館、中央他

21206 アンサンブルさくら ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｻｸﾗ 合唱練習 ②④金 午前 12 回 1,500 40代以上 中央

21789 ブリリアントスターズ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄｽﾀｰｽﾞ 女声合唱
月10回
平日

午前 10 月 3,000 20～50代 片町他

7712 府中男声合唱団 ﾌﾁｭｳﾀﾞﾝｾｲｶﾞｯｼｮｳﾀﾞﾝ 男声合唱 ②④木 夜間 12 月 3,000 40代以上 中央、片町

28265 グリークラブ府中 ｸﾞﾘｰｸﾗﾌﾞﾌﾁｭｳ 男声合唱の練習 ①②③④土 午後 13 月 3,000 40代以上
片町、西府
他

4282 ラ・セーヌ ﾗｾｰﾇ シャンソンの練習 ②④水 午後 13 月 4,000 60代以上
中央、片町、
西府他

5155 声楽研究会 ｾｲｶﾞｸｹﾝｷｭｳｶｲ オペラ ①③水or日 夜間 10 月 2,000 20代以上
片町、住吉
他

5158 アンサンブル・バッカナーレ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙﾊﾞｯｶﾅｰﾚ オペラ合唱の公演と練習 ①③日 夜間 10 月 2,000
～10代、
40代以上

文化

14307 仏文化研究会シャンテ ﾌﾂﾌﾞﾝｶｹﾝｷｭｳｶｲｼｬﾝﾃ シャンソン ①③水 午後 12 回 2,000 60～70代
中央、片町
他

運営費別途年1000円

16469 オペラ愛好会 「リリケ府中」 ｵﾍﾟﾗｱｲｺｳｶｲﾘﾘｹﾌﾁｭｳ オペラ・合唱 ①②④日 夜間 11 月 3,500 西府他

22033 府中シャンソンを唄う会 ﾌﾁｭｰｼｬﾝｿﾝｦｳﾀｳｶｲ シャンソン ②水 午後 16 月 2,000 文化他

3525 凛謡会 ﾘﾝﾖｳｶｲ 能楽の謡の稽古 ①③土 午後 8 月 2,500 40代以上
片町、中央
他

4061 府中市謡曲連盟 ﾌﾁｭｳｼﾖｳｷｮｸﾚﾝﾒｲ 謡曲、仕舞 ②日 午後 56 年 1,500 全世代 文化他

4063 府中市謡曲連盟 観世会 ﾌﾁｭｳｼﾖｳｷｮｸﾚﾝﾒｲｶﾝｾﾞｶｲ 謡曲、仕舞 ②日 午後 37 年 4,000 全世代 文化他
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4069 花翠会 ｶｽｲｶｲ 観世流謡曲の学習 ①③木or金 午後 7 月 2,500 60～70代 中央 活動曜日は変更も有

4097 府中宝生会 ﾌﾁｭｳﾎｳｼｮｳｶｲ 宝生流謡曲の普及と研鑽 ①③土 午後 15 年 5,000 60代以上 中央他

5706 松風会 ｼｮｳﾌｳｶｲ 謡曲 ②④火 午後 8 月 700 60代以上 文化

13605 鳳謡会 ﾎｳﾖｳｶｲ 謡曲 ①③木 午後 10 年 12,000 60代以上 新町 会費は3か月毎に1回3000円徴収

20448 楽謡会 ｶﾞｸﾖｳｶｲ
初級者のための謡曲（観世
流）

①③土 午前 8 月 500 40代以上
片町、芸術
劇場他

入会金別途1000円

27130 観世地謡会 ｶﾝｾﾞｼﾞｳﾀｲｶｲ 観世流仕舞の地謡の学習 ①③日 午後 10 月 500 60代以上 中央他

27513 竹謡会 ﾁｸﾖｳｶｲ 観世流謡曲の学習 ②④土 午後 9 月 2,000 40代以上
中央、片町
他

入会金別途1000円

2745 森謡会 ｼﾝﾖｳｶｲ 民謡・三味線・太鼓・尺八 ①②③土 夜間 9 月 3,000
30代､
60代以上

市内

4059 府中童謡の会 ﾌﾁｭｳﾄﾞｳﾖｳﾉｶｲ 童謡・唱歌伝承活動 月5回水金土 141 回
1000～

1500 60代以上
ﾌﾟﾗｯﾂ､芸術
劇場分館他

5378 西謡会 ｾｲﾖｳｶｲ 民謡・カラオケ ①③土 午後 10 月 500 60～70代 西府

5408 番場民謡愛好会 ﾊﾞﾝﾊﾞﾐﾝﾖｳｱｲｺｳｶｲ 民謡 ①②③月 午後 10 月 3,000 60代以上 片町

5468 新声会 ｼﾝｾｲｶｲ 民謡、三味線 ①③④土 午後 8 なし 60代以上 新町 使用料が発生した際は会員で負担

5707 むさし府中民謡連盟 ﾑｻｼﾌﾁｭｳﾐﾝﾖｳﾚﾝﾒｲ 民謡
各支部毎月3
～4回

午後
夜間 95 年 2,000 60～70代

芸術劇場、
中央他

市外会員会費2500円

5714 たけの会 ﾀｹﾉｶｲ 民謡 ①②③木 午後 10 月 1,500 片町 会費は3か月分ずつ年4回徴収

6019 ナーサリーライムの会 ﾅｰｻﾘｰﾗｲﾑﾉｶｲ 童謡、手遊びうた、絵本等 月1回土 午前 11 年 2,000 40～50代 片町他

25883 西文民謡同好会 ﾆｼﾌﾞﾝﾐﾝﾖｳﾄﾞｳｺｳｶｲ 民謡 ①③火 午後 15 月 1,000 60～70代 西府

2779 詩吟 吟翔 ｼｷﾞﾝｷﾞﾝｼｮｳ 詩吟 ①③土 午前 10 月 2,500 60代以上 住吉

4129 紅吟会 ｺｳｷﾞﾝｶｲ 詩吟 ①②③④木 午後 8 月 2,000 60代以上 紅葉丘

5154 府中市吟詠連盟 ﾌﾁｭｳｼｷﾞﾝｴｲﾚﾝﾒｲ 漢詩・和歌・新体詩等の吟詠 各団体毎
各団
体毎 94 年 500 40代以上

市内　各団
体毎

5708 西府吟友会 ﾆｼﾌｷﾞﾝﾕｳｶｲ 詩吟 ①②③火 午後 10 月 2,000 西府

5965 詩吟すみれ会 ｼｷﾞﾝｽﾐﾚｶｲ 吟詠(漢詩・和歌・俳句等) ①②③④火 午後 18 月 2,000 中央

7656 白吟会 ﾊｸｷﾞﾝｶｲ 詩吟 ②④火 午後 7 月 1,000 60代以上 白糸台 会費3か月毎徴収
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14167
ゴスペルグループ ウィスタリ
アーズ

ｺﾞｽﾍﾟﾙｸﾞﾙｰﾌﾟｳｨｽﾀﾘｱｰｽﾞ ゴスペル ①②③④水
午前
or
午後

14 月 2,500 40～70代
生涯、中央
他

21420 舞台芸術研究会 ﾌﾞﾀｲｹﾞｲｼﾞｭﾂｹﾝｷｭｳｶｲ 舞台芸術の研究及び実践 月2回火 夜間 10 月 4,000 文化、生涯 入会金別途3000円教材費等は別途

22678 カンターレ ｶﾝﾀｰﾚ 基礎から学ぶ声楽 ②④火or金 夜間 10 月 2,000 40～70代 文化他 教材費などは必要に応じて徴収

24876 カンティアーモ ｶﾝﾃｨｱｰﾓ 発声法・呼吸法 ②月④火
午後
夜間 8 月 3,000

西府、片町
他

教材費などは必要に応じて徴収

1228 府中市歌謡連盟 ﾌﾁｭｳｼｶﾖｳﾚﾝﾒｲ 歌謡曲 ④火 夜間 178 年 1,200 60代以上 文化他

2208 武蔵台カラオケ愛好会 ﾑｻｼﾀﾞｲｶﾗｵｹｱｲｺｳｶｲ カラオケ ①②③④金 夜間 15 月 500 60～70代 武蔵台 会費は年2回に分けて納入

2685 住吉カラオケ愛好会 ｽﾐﾖｼｶﾗｵｹｱｲｺｳｶｲ カラオケ ①③日 午後 9 月 500 60代以上 住吉 入会金別途1000円

2749 住吉きずな会 ｽﾐﾖｼｷｽﾞﾅｶｲ カラオケ ②④日
午前
午後 14 月 300 70代以上 住吉

2776 のぞみ会 ﾉｿﾞﾐｶｲ カラオケ 月2回（不定） 夜間 9 月 1,000 70代以上 中央他

4065 中央カラオケサークル ﾁｭｳｵｳｶﾗｵｹｻｰｸﾙ カラオケ歌謡曲の勉強と親睦 月2～3回日 午後 8 月 1,000 60代以上 中央他

4300 艶唱会 ｴﾝｼｮｳｶｲ カラオケ ②④日 午後 30 月 1,000 60代以上
是政、調布ふ
れあい会館

4797 この指とまれ ｺﾉﾕﾋﾞﾄﾏﾚ 歌謡曲歌唱力研鑽
①②③金④
日

夜間 11 年 9,000 40代以上 押立 会費は2か月毎1500円を分割徴収

5184 四谷カラオケグループ ﾖﾂﾔｶﾗｵｹｸﾞﾙｰﾌﾟ カラオケ歌謡曲 毎週水 夜間 7 月 500 60代以上 四谷 会費は2か月毎に徴収

5317 ふくふくの会 ﾌｸﾌｸﾉｶｲ カラオケ・歌謡曲 ①②③④月 午後 7 月 100 60代以上 四谷

5353 カラオケ研究会 ｶﾗｵｹｹﾝｷｭｳｶｲ カラオケ ①③月 夜間 7 年 1,000 60～70代 西府 入会金別途1000円

5364 西一カラオケ愛好会 ﾆｼｲﾁｶﾗｵｹｱｲｺｳｶｲ カラオケ ①③土 夜間 12 年 4,000 60代以上 西府 会費は年2回に分けて納入

5386 富士見カラオケ同好会 ﾌｼﾞﾐｶﾗｵｹﾄﾞｳｺｳｶｲ 音楽鑑賞・カラオケ ②④水 夜間 18 月 500 新町 会費は原則毎月第2水に徴収

5529 せせらぎ会 ｾｾﾗｷﾞｶｲ カラオケ ①③火 午後 11 月 3,500 60～70代 片町 入会金別途1000円

5553 フレンド会 ﾌﾚﾝﾄﾞｶｲ カラオケ ①②③水 夜間 8 月 1,500 60代以上 是政

5781 水唱会 ｽｲｼｮｳｶｲ カラオケ ②④水 夜間 14 月 600 60～70代 片町

6260 新町カラオケ愛好会 ｼﾝﾏﾁｶﾗｵｹｱｲｺｳｶｲ カラオケ 月2回日 午後 8 年 10,000 60～70代 新町 会費は4月と10月に5000円ずつ納入

6397 カラオケひまわり会 ｶﾗｵｹﾋﾏﾜﾘｶｲ カラオケ ①②③④日 夜間 10 月 1,000 60代以上 白糸台 入会金別途1000円
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20731 歌謡サークルスイトピー ｶﾖｳｻｰｸﾙｽｲﾄﾋﾟｰ 音楽鑑賞、カラオケ練習 ①日③火
午後
夜間 11 月 1,000 70～80代 四谷 会費は日曜グループは300円

21911 オアシス ｵｱｼｽ 歌の学習 ①②水 午後 15 なし 60代以上 西府 必要に応じ会費徴収あり

28866 みなみ歌謡クラブ ﾐﾅﾐｶﾖｳｸﾗﾌﾞ カラオケ ①②④日
午前
午後 9 月 500 70代以上 住吉他 入会金別途1,000円

1695 フリースペース ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ 軽ダンス・ストレッチ ①②③④日
午後
夜間 11 月 3,000 生涯、中央

3378 モダンバレエアリス ﾓﾀﾞﾝﾊﾞﾚｴｱﾘｽ モダンバレエ・キッズダンス
①②③④月
木

午後
夜間 22 月 4,000 ～30代

白糸台体育
館他

週1クラス会費3000円

5203 コッペリア バレエサークル ｺｯﾍﾟﾘｱﾊﾞﾚｴｻｰｸﾙ クラシックバレエ
①②③④水
②④土

夜間 26 月 4,000 ～10代 紅葉丘 入会金別途1000円

5726 府中ステージアート協会 ﾌﾁｭｳｽﾃｰｼﾞｱｰﾄｷｮｳｶｲ 古典芸術 ④日 夜間 42 月 100 20～70代 芸術劇場

6944 S⁺DanceSpace ｴｽﾌﾟﾗｽﾀﾞﾝｽｽﾍﾟｰｽ クラシックバレエ ①②③④水 夜間 31 月 3,000 ～10代 片町

15658 オリーブ ｵﾘｰﾌﾞ クラシックバレエ ①②③④火 午後 11 月 3,000
～10代、
40～70代

文化、白糸
台体育館

ﾋﾞｼﾞﾀｰ会員1回1000円､施設使用料
別途月500円

27835 リラバレエサークル ﾘﾗﾊﾞﾚｴｻｰｸﾙ バレエストレッチ ①火③水 午後 10 回 1,000 60～70代 片町、生涯

3671 府中踊ろう会 ﾌﾁｭｳｵﾄﾞﾛｳｶｲ フォークダンスを習得する ①②③水 午前 12 月 1,000 60代以上 中央、生涯

4786
府中婦人フォークダンス愛好会
“ポルカ”

ﾌﾁｭｳﾌｼﾞﾝﾌォｰｸﾀﾞﾝｽｱｲｺｳｶｲﾎﾟ
ﾙｶ

フォークダンス 月4～5回土 午前 10 月 1,000 60代以上
中央、片町、
西府

会費は年4回に分けて徴収

5764 片町フォークダンス同好会 ｶﾀﾏﾁﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽﾄﾞｳｺｳｶｲ フォークダンス実技、研修 ②③④日 午前 18 年 8,000 60～70代
文化、地域
体育館

会費は3か月2000円で年4回徴収

11911 府中シニアフォークダンスの会 ﾌﾁｭｳｼﾆｱﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽﾉｶｲ フォークダンス ②④月 午後 12 月 800 60代以上 文化、生涯

15217 マーガレットフォークダンスの会 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽﾉｶｲ フォークダンス ①②③金 午後 10 回 450 60代以上 文化、生涯

17130 西府フォークダンスクラブ ﾆｼﾌﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽｸﾗﾌﾞ フォークダンス ①②③火 午前 12 4か月 3,000 60代以上
文化、地域
体育館他

入会金別途1000円

24463 府中フォークダンス連盟 ﾌﾁｭｳﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽﾚﾝﾒｲ フォークダンスの普及活動 月1回（不定） 午後 12 なし 60代以上 文化、生涯 経費は事業収入、寄付等で賄う

2300 エレガンテ ｴﾚｶﾞﾝﾃ 社交ダンス ②④金 午前 13 月 3,000 40～70代 文化

3231 住吉社交ダンスサークル ｽﾐﾖｼｼｬｺｳﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 社交ダンス ①②④水 夜間 8 月 3,000 60代以上 住吉 入会金別途2000円

4503 グリーンズ会 ｸﾞﾘｰﾝｽﾞｶｲ 社交ダンス ③水 夜間 8 月 100 60代以上 住吉

4564 ダンスサークル ラベンダー ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ 社交ダンス 月2回金 午前 10 月 1,500 生涯他

4586 ポピーズ ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ 社交ダンス ①②水 夜間 10 月 3,000 60～70代 中央 入会金別途1000円
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

4697 住吉社交ダンス同好会 ｽﾐﾖｼｼｬｺｳﾀﾞﾝｽﾄﾞｳｺｳｶｲ 社交ダンス ①②③土 午後 14 月 3,000 60～70代 住吉 入会金別途2000円

5214 クローバ－社交ダンスサークル ｸﾛｰﾊﾞｰｼｬｺｳﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ 社交ダンス 月4～5回月 午後 13 月 1,000 60～70代 中央他

5375 西府ダンシングロビー ﾆｼﾌﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾛﾋﾞｰ 社交ダンス ①②火 午後 11 月 1,500 60代以上 西府 入会金別途1000円

5385 レッスンワン府中 ﾚｯｽﾝﾜﾝﾌﾁｭｳ 社交ダンス ②④木 午前 10 回 500 60代以上 西府

5396 ダンスサークルステップワン ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙｽﾃｯﾌﾟﾜﾝ 社交ダンス ①③木 午前 13 回 500 60代以上 西府

6796 シャルダン会 ｼｬﾙﾀﾞﾝｶｲ 社交ダンス ①③④水 午後 10 月 1,500 70代以上
中央、栄町
体育館

1回500円

11158 アルゼンチンタンゴ カミニート ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾀﾝｺﾞｶﾐﾆｰﾄ アルゼンチンタンゴ ①③火 午後 14 月 3,000 50～70代
プラッツ、中
央

11330 フォーユーダンス研究会 ﾌｫｰﾕｰﾀﾞﾝｽｹﾝｷｭｳｶｲ 社交ダンス ③④火 午後 11 月 1,500 60代以上 西府 入会金別途1000円

11417 白ユリ ｼﾗﾕﾘ ソシアルダンス ①②③④木 午後 9 月 1,000 60～70代 西府

17230 サークル“虹” ｻｰｸﾙﾆｼﾞ 社交ダンス ①②③月 午前 7 月 600 60代以上 武蔵台

18324 社交ダンス アレマーナー ｼｬｺｳﾀﾞﾝｽｱﾚﾏｰﾅｰ 社交ダンス ①②④月 午前 10 月 3,000
片町、住吉、
生涯

入会金別途1000円

22700 ソシアルダンスつばさ ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽﾂﾊﾞｻ ソシアルダンス ①②④木 夜間 14 月 3,000 40～70代 片町 入会金別途1000円

22701 ソシアルダンスパートナー ｿｼｱﾙﾀﾞﾝｽﾊﾟｰﾄﾅｰ 社交ダンス ①②③火 夜間 10 月 3,000 片町、生涯 入会金別途1000円

24328 スマイルー ｽﾏｲﾙｰ 社交ダンス ①③月 午前 10 月 1,500 60～70代 文化

27021 フライング ﾌﾗｲﾝｸﾞ ダンスレッスン ①②③④土 夜間 11 なし 60～70代 是政 会場費は当日の練習参加者で負担

27167 エレガンス ｴﾚｶﾞﾝｽ 社交ダンス ①②③④月 午前 14 月 3,000 60～70代
文化、プラッ
ツ他

31334 トップスピン ﾄｯﾌﾟｽﾋﾟﾝ 社交ダンス ①③土 夜間 16 月 2,000 60～70代 西府 入会金別途1000円

33567 すみれの会 ｽﾐﾚﾉｶｲ 社交ダンスの技術習得 ①②③水 午後 13 月 2,000 60代以上 西府

6398 プリズム ﾌﾟﾘｽﾞﾑ モダンダンス ①②③④水 午前 15 月 4,000 40～70代 文化、生涯

7560 ＢＬＡＺＥ ﾌﾞﾚｲｽﾞ モダンダンス ①②③④金 夜間 20 月 1,500 20～30代 是政

2512 武蔵台タップダンスサークル ﾑｻｼﾀﾞｲﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ タップダンス ①②③④水 午前 10 月 2,500 武蔵台

9567 タップダンシングアステア ﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｼﾝｸﾞｱｽﾃｱ タップダンス ①②③④金 夜間 19 月 2,400 ～50代 武蔵台 都度払い会員は1回700円
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33244 タップダンスサークルPop Ｃｈｉｐｓ ﾀｯﾌﾟﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙﾎﾟｯﾌﾟﾁｯﾌﾟｽ タップダンス 毎週水 夜間 20 月 3,500
押立、生涯
他

年会費別途1000円

3012 ラウレアフラサークル ﾗｳﾚｱﾌﾗｻｰｸﾙ フラダンス ②④日 午前 28 月 2,000
～10代、
20～50代

住吉

4104 プァパウオレフラ ﾌﾟｧﾊﾟｳｵﾚﾌﾗ フラダンス ①②③④木 午後 7 月 500 60～70代 中央、新町

4147 年金者組合 ピース・フラ ﾈﾝｷﾝｼｬｸﾐｱｲﾋﾟｰｽﾌﾗ フラダンスの練習 ①③金 午後 8 月 2,100 60代以上 片町、中央

4302 是政フラダンス愛好会 ｺﾚﾏｻﾌﾗﾀﾞﾝｽｱｲｺｳｶｲ フラダンス 月2回金 午前 10 月 2,000 60～70代 是政

5244 ロケラニフラサークル ﾛｹﾗﾆﾌﾗｻｰｸﾙ フラダンス ①②③土 午前 12 月 3,200 40代以上 新町

5324 オハナ・フラ ｵﾊﾅﾌﾗ フラダンス ②④水 午前 11 月 3,300 40～70代 四谷

5418 キエレフラサークル ｷｴﾚﾌﾗｻｰｸﾙ フラダンスの習得 ①②③土 午後 10 月 3,000 40～50代 新町

5970 フラハラウ中央 ﾌﾗﾊﾗｳﾁｭｳｵｳ フラダンス ①③金 午前 10 月 3,000 40～70代 中央他 会費は偶数月に2か月分納入

7061 プルメリアの会 ﾌﾟﾙﾒﾘｱﾉｶｲ フラダンス ①②③④水 午前 11 月 1,200 40～50代
生涯、文化
他

9831 プアリリアの会 ﾌﾟｱﾘﾘｱﾉｶｲ フラダンス ①②③④木
午前
午後 12 月 1,500 20～60代

生涯、文化
他

11399 ロケラニ ﾛｹﾗﾆ フラダンス、ウクレレ
月3回木
（不定）

夜間 11 月 5,000 40～70代 片町

11536 アロハフラ・ルーム ｱﾛﾊﾌﾗﾙｰﾑ フラ・ダンス ②③④月 午後 11 月 2,000 60代以上
文化、生涯
他

14228 ホオラナ　フラ ﾎｵﾗﾅ ﾌﾗ フラダンス ②④木 午後 10 回 1,000 20～70代 生涯、文化 必要経費はその都度徴収

18265 フラダンス リーリア ﾌﾗﾀﾞﾝｽﾘｰﾘｱ フラダンス ①②③木 午前 10 月 3,000 20～50代
文化、体育
館他

入会金別途2000円

21322 美好フラサークル ﾐﾖｼﾌﾗｻｰｸﾙ フラダンス ②④金 夜間 12 回 1,000 20～50代 西府他 入会金別途3000円

21886 ハナ アロハ スタジオ ﾊﾅｱﾛﾊｽﾀｼﾞｵ フラダンス
②③④火or
月

夜間 15 月 2,000 20～70代
生涯、中央
他

21968 フラ　マカラプア ﾌﾗﾏｶﾗﾌﾟｱ フラダンス ②③④日 午後 7 2か月 1,500 40～70代
芸術劇場分
館、中央

24287 フラダンス　ウイラニ ﾌﾗﾀﾞﾝｽ ｳｲﾗﾆ フラダンス学習 ①②③④水 午前 11 月 3,000 40～70代 生涯他

24637 レアレア ﾚｱﾚｱ フラダンス ②④木 午前 11 月 2,000 40～70代
文化、生涯
他

入会金別途1000円

26835 ティアレ ﾃｨｱﾚ フラダンス ②④木 午後 15 なし 中央 会場費は参加者で頭割り

27192 フラダンスサークルトゥワヒネ ﾌﾗﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙﾄｩﾜﾋﾈ フラダンス ①②③④火 夜間 10 月 3,000 50～70代 生涯、文化
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
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27563 アロハ　カマレイ ｱﾛﾊｶﾏﾚｲ フラダンス ②④火 夜間 15 月 2,500
～10代、
20～50代

紅葉丘 子供1500円幼児1000円親子3000円

30084 ハイビスカス ﾊｲﾋﾞｽｶｽ フラダンス ①②③④火 午後 10 月 4,000 40～50代 新町

31252 フラダンス　アウリイ ﾌﾗﾀﾞﾝｽ　ｱｳﾘｲ フラダンス
①②③火or
土

午前 18 月 3,000
～10代、
20～70代

押立体育
館、押立他

3647 リズムネーション ﾘｽﾞﾑﾈｰｼｮﾝ ジャズダンス等 ①②③④木 夜間 10 月 2,500 40～50代 中央

5509 ジャズダンス セリジェ ｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽｾﾘｼﾞｪ ジャズダンス ①②③金 午前 9 月 5,000 50～70代
生涯、文化
他

6282 ＤＡＮＣＥ ＤＲＯＰＳ ﾀﾞﾝｽﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ ジャズダンス
月6回水土
（不定）

夜間 12 回 1,100 ～30代 片町

15730 Ｄ.Ｓ.Ｓ ﾃﾞｨｰｴｽｴｽ ジャズダンス ①②③④水 夜間 14 月 4,000
～10代、
40～50代

生涯他

15984 府中ベリーダンスサークル ﾌﾁｭｳﾍﾞﾘｰﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ ベリーダンス ①④金 午前 7 月 3,500 40～50代 生涯、文化 入会金別途3500円

25142
ストリートダンスサークル府中
SPROUT

ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙﾌﾁｭｳｽﾌﾟﾗｳﾄ ダンス練習
①②③④月
木

夜間 46 回 1,300 西府
ｵﾝﾗｲﾝ活動参加費
1回1000円

29855 Team B ﾁｰﾑﾋﾞｰ ダンス 月1回 夜間 11 回 300 40～50代 片町、中央

17669 府中市日本舞踊お稽古会 ﾌﾁｭｳｼﾆﾎﾝﾌﾞﾖｳｵｹｲｺｶｲ 日本舞踊 ②④日 午前 15 40代以上 中央他 会費は実費精算

29117 藤の会 ﾌｼﾞﾉｶｲ 日本舞踊
月2回日（不
定）

午前 15 実費 20代以上
中央、片町
他

2755 府中市民踊連盟住吉Ａ支部 ﾌﾁｭｳｼﾐﾝﾖｳﾚﾝﾒｲｽﾐﾖｼｴｰｼﾌﾞ 民踊 ④土 午前 10 年 2,000 60代以上 住吉他

2949 府中市民踊連盟住吉Ｃ支部 ﾌﾁｭｳｼﾐﾝﾖｳﾚﾝﾒｲｽﾐﾖｼｼｰｼﾌﾞ 民踊 月3回 午後 7 月 1,000 70代以上 住吉 加盟料別途年2000円納入

4100 府中市民踊協会 ﾌﾁｭｳｼﾐﾝﾖｳｷｮｳｶｲ 民踊 月4回水 午後 44 年 5,000 40代以上 文化 中学生までの会員は会費2500円

5202 民俗舞踊なのはな会 ﾐﾝｿﾞｸﾌﾞﾖｳﾅﾉﾊﾅｶｲ 民踊・新舞踊のお稽古 月4回土 夜間 10 月 2,000 ～70代 中央

5228 府中市民踊連盟緑町支部 ﾌﾁｭｳｼﾐﾝﾖｳﾚﾝﾒｲﾐﾄﾞﾘﾁｮｳｼﾌﾞ 新舞踊 ①③④水 午後 9 なし 60代以上 紅葉丘 会費は必要に応じて集金する

5387 松ゆき会 ﾏﾂﾕｷｶｲ 民踊 月4回 午後 9 なし 西府 活動費用は当日の参加者で頭割り

5406 千富美会 ﾁﾌﾐｶｲ 民踊・新舞踊 ②④日 午後 8 なし 40代以上 西府 会費は必要に応じてその都度徴収

5788 片町民踊友の会 ｶﾀﾏﾁﾐﾝﾖｳﾄﾓﾉｶｲ 民踊及び新舞踊 ①②③④水 午後 9 年 500 60代以上 片町

8490 秀麗会 ｼｭｳﾚｲｶｲ 民舞 ①③④火 夜間 10 月 500 40～70代 片町

18495 安来節保存会 ﾔｽｷﾌﾞｼﾎｿﾞﾝｶｲ 安来節練習 月4回水or木 午後 12 月 3,000 60代以上
片町、本町
公会堂

銭太鼓は月会費2000円
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

2145 乙羽会 ｵﾄﾜｶｲ 新舞踊 ①②③④火
午後
夜間 10 月 1,500 60～70代

片町、中央、
生涯他

2668 あやめ会 ｱﾔﾒｶｲ 舞踊 ①②③④金 午後 7 月 1,000 60代以上
文化、自治会
館、講師宅

3394 寿乃会 ｺﾄﾌﾞｷﾉｶｲ 新舞踊・民舞 ①②③④木 午後 10 月 500 片町

4301 かすみ会 ｶｽﾐｶｲ 新舞踊 月3回 午後 9 月 2,000 60～70代 是政

5563 美扇会 ﾋﾞｾﾝｶｲ 新舞踊 月3回木金土 夜間 17 月 4,500 20代以上
新町、生涯
他

6194 美ふじ会 ﾐﾌｼﾞｶｲ 日本舞踊・新舞踊 月3回火 午後 7 回 500 片町

6934 鶴扇会 ｶｾﾝｶｲ 新舞踊・民踊・日舞 ①②③④火 午後 10 月 500 60～70代 新町

32602 友香会 ﾄﾓｶｶｲ 新舞踊
①②③④火
or日

午前 9 月 1,500 80代以上 中央

4768 なみきの会 ﾅﾐｷﾉｶｲ 踊りの稽古 月2回月木 夜間 12 年 1,200 50～70代 中央他 会場費は都度集金

10934 國府よさこい ｺｸﾌﾖｻｺｲ よさこい鳴子踊り 月4回月他 夜間 75 年 13,000 全世代 中央他 学生6000円・子3000円･幼1000円

10974 よさこい広場 ﾖｻｺｲﾋﾛﾊﾞ よさこい鳴子踊り 月2回（不定） 夜間 12 なし
中央、生涯
他

消耗品、施設利用費等都度徴収

11327 よさこい白糸緑風会 ﾖｻｺｲｼﾗｲﾄﾘｮｸﾌｳｶｲ よさこい鳴子踊り 月3～4回土 夜間 20 年 5,000 ～70代 白糸台他

12629 魁星 ｶｲｾｲ よさこい鳴子踊り ①④金 夜間 16 年 15,000 40～50代
文化、体育
館他

会費 小中高生は半額 家族割引有

15017 舞花よさこい ﾏｲｶﾖｻｺｲ よさこい鳴子踊り ②④土・水
午前
午後 17 年 5,000 60～70代 文化他 入会金別途3000円

17061 よさこい撫子組 ﾖｻｺｲﾅﾃﾞｼｺｸﾞﾐ よさこい鳴子踊り
①③水②④
木

夜間 9 年 10,000
～10代、
40～70代

文化

20520 よさこい武蔵 ﾖｻｺｲﾑｻｼ 東洋舞踊 ①②③④水 夜間 20 月 500 60～70代 武蔵台 会費　小学生100円　中学生200円

32914 よさこい麗和 ﾖｻｺｲﾚｲﾜ よさこい鳴子踊り ②④日 夜間 12 年 2,000
二小体育
館、中央

1212 童夢座 ﾄﾞｳﾑｻﾞ 日本舞踊・三味線 ①日
午後
夜間 18 月 500 20代以上 片町

10520 颯の会 ｿｳﾉｶｲ よさこい鳴子踊りの練習 ②③金 夜間 11 年 500 40～50代 文化

16347 華扇会 ｶｾﾝｶｲ 観世流仕舞 ①③日 午後 11 月 500 40代以上 文化

16781 子供華扇会 ｺﾄﾞﾓｶｾﾝｶｲ 子供仕舞 ①③日 午後 19 月 500 文化

18170 美ふじ　よさこい愛好会 ﾐﾌｼﾞﾖｻｺｲｱｲｺｳｶｲ よさこい踊り 月3回水 夜間 15 月 1,000 片町 ファミリー会員は子供会費無料
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29208 舞扇の会 ﾏｲｵｵｷﾞﾉｶｲ 観世流仕舞 ②④木 午後 7 月 500 60～70代 片町他

9836 劇団宇宙の森 ｹﾞｷﾀﾞﾝｳﾁｭｳﾉﾓﾘ 演劇学習 ①②③④土 夜間 18 月 3,000 20～50代
芸術劇場、
中央

入会金別途1000円

8950 ＴＣＴ（ＴＯＫＹＯコーラスシアター） ﾃｨｰｼｰﾃｨｰ ミュージカル ①③日 夜間 12 月 1,500 片町 入会金別途1000円

21884 ほおずきの会 ﾎｵｽﾞｷﾉｶｲ ミュージカル 月4回土or日 夜間 18 月 2,000 是政

7722 ＥＥクラブ ｲｰｲｰｸﾗﾌﾞ 英訳及び英会話 月3～5回水 午前 9 月 2,000 60代以上 生涯

8269
ＺＥＣ（ゼルコバイングリッシュク
ラブ）

ｾﾞｯｸ 英語 ①③木 午前 11 なし 60～70代 是政、中央 入会金3000円

31225 Happy English ﾊｯﾋﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 英語学習 ②③④日 午後 15 回 500 中央 運営費別途年間1000円

1502 ＭＥＣサークル ｴﾑｲｰｼｰｻｰｸﾙ 英会話 ①②③④土 午前 7 月 3,000 20～70代 紅葉丘 入会金別途3000円

2081 フロンティア･クラブ ﾌﾛﾝﾃｨｱｸﾗﾌﾞ 英会話
月4回火　祝
日休

午前 10 月 3,000 60代以上 生涯 会費2か月分前納、8月は休み

3248 Ｆｒｉｄａｙ Ｅｎｇｌｉｓｈ ﾌﾗｲﾃﾞｲｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 日常英会話 ①②③④金 夜間 10 月 4,000 60～70代
多摩交流セ
ンター他

会費は3か月分ずつ前納

3419 ＹＯＵ ＆ Ｉ ﾕｰｱﾝﾄﾞｱｲ 英会話 ②④火 午後 10 3か月 10,000 60～70代 生涯他

4184 武蔵台英会話サークル ﾑｻｼﾀﾞｲｴｲｶｲﾜｻｰｸﾙ 英会話 月3回土 午前 12 月 3,000 40～70代 武蔵台他 入会金別途1000円

4543 中央英会話グループ ﾁｭｳｵｳｴｲｶｲﾜｸﾞﾙｰﾌﾟ 英会話及び文化交流 ①③火 午後 10 月 3,500 60代以上 中央 入会金別途2000円

5159 にぎやか英会話 ﾆｷﾞﾔｶｴｲｶｲﾜ 英会話 ②④月 夜間 10 月 3,000 50～70代
プラッツ、中
央、片町

入会金別途1000円

8310 ＯＡＫ ｵｰｸ 英会話 ①②③④火 午前 9 月 4,000 60～70代 生涯、中央 入会金別途1000円

11014 メープル ﾒｰﾌﾟﾙ 英会話 月4回金 夜間 10 月 4,800 生涯 会費3か月分前納

11738 DANDELION ﾀﾞﾝﾃﾞｨﾗｲｵﾝ 英会話 ①②③木 午後 8 月 3,500 60～70代 白糸台 入会金別途2000円

12989 インターチェンジ20 ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾆｼﾞｭｳ 英会話 ②④金 午前 31 月 3,000
中央、ルミ
エール他

18429 やりなおし　Last Chance ﾔﾘﾅｵｼﾗｽﾄﾁｬﾝｽ 英会話 ①③金 午前 7 月 2,500 60～70代 生涯

22881 Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｆｒｉｄａｙｓ！ ｳｪﾙｶﾑﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ 英会話 ②③④金 午後 15 月 3,000 40代以上 生涯、中央

23880 Fun English ﾌｧﾝ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 英会話 ①②③火
午後
夜間 11 月 3,000

～10代、
20～50代

新町 入会金別途500円

26544 ＣＴＣ ｼｰﾃｨｰｼｰ 英会話 ②④火 午前 7 月 3,000 60代以上 白糸台 入会金別途2000円
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活動
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27250 府中英会話サークル ﾌﾁｭｳｴｲｶｲﾜｻｰｸﾙ 英会話 ①②③④土 夜間 21 月 3,000 40～70代
中央、教育
センター

入会金別途2000円

29253 楽しい英会話 ﾀﾉｼｲｴｲｶｲﾜ 英会話 ①②日 午後 9 3か月 10,000 40～70代 中央、生涯 施設利用料別途3か月1000円

6198 ＨＹＰＥＲ ＥＮＧＬＩＳＨ ＣＬＵＢ ﾊｲﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｸﾗﾌﾞ 英会話 ①②③④木 夜間 10 月 5,000 30～70代 白糸台 入会金別途1000円

4045 イタリア語 Passo a Passo ｲﾀﾘｱｺﾞﾊﾟｯｿｱﾊﾟｯｿ イタリア語 ②④金 午後 9 月 2,500 40代以上
市内(主にリ
モート）

会費は3か月前納

21897 府中フランス語会話を楽しむ会 ﾌﾁｭｳﾌﾗﾝｽｺﾞｶｲﾜｦﾀﾉｼﾑｶｲ フランス語会話 ②④金 午前 11 月 3,000 生涯

1237 ドイツ語学習会 ﾄﾞｲﾂｺﾞｶﾞｸｼｭｳｶｲ ドイツ語 ①②③水 午前 7 月 2,000 60～70代
教育セン
ター他

講読のみの場合は会費1000円

3325 スペイン語の会（amigos） ｽﾍﾟｲﾝｺﾞﾉｶｲｱﾐｰｺﾞｽ スペイン語学習 ②④月 午後 10 3か月 10,000 60代以上 生涯、文化

6991 スペイン語会話同好会 ｽﾍﾟｲﾝｺﾞｶｲﾜﾄﾞｳｺｳｶｲ スペイン語会話 ②④水 午後 11 月 3,500 60～70代 生涯、中央 入会金別途500円

18089 ラ・セレサ ﾗｾﾚｻ スペイン語 ①③水 午後 9 月 3,500 40～70代 生涯、中央 入会金別途3500円

19982 アニモ！エスパニョール ｱﾆﾓ!ｴｽﾊﾟﾆｮｰﾙ スペイン語 ②④月 午前 9 月 3,000 40代以上
生涯、中央、
教育ｾﾝﾀｰ

教材費別途3か月ごとに1000円

3465 中国語四川会 ﾁｭｳｺﾞｸｺﾞｼｾﾝｶｲ 中国語 ①②③④水 午後 11 月 4,500 40～70代 生涯

4052 中国語勉強会 ﾁｭｳｺﾞｸｺﾞﾍﾞﾝｷｮｳｶｲ 中国語学習 ②④火 午後 8 月 2,000 40代以上
教育、中央、
生涯

雑費別途年100円､会場使用料は都度徴収

5248 ＴＡＭＡ中国語会話同好会 ﾀﾏﾁｭｳｺﾞｸｺﾞｶｲﾜﾄﾞｳｺｳｶｲ 中国語会話・文法 ②④水 午後 8 月 2,000 60～70代
中央、多摩
交流ｾﾝﾀｰ

5698 楽しい中国語学習会 ﾀﾉｼｲﾁｭｳｺﾞｸｺﾞｶﾞｸｼｭｳｶｲ 中国語学習 ②④火 午後 10 月 3,100 60～70代 片町、中央

6870 中文学習の会 ﾁｭｳﾌﾞﾝｶﾞｸｼｭｳﾉｶｲ 中国語
①②③④
月、金

夜間 9 月 1,500 60代以上 生涯

23151 中国語で漢詩を楽しむ会 ﾁｭｳｺﾞｸｺﾞﾃﾞｶﾝｼｦﾀﾉｼﾑｶｲ 中国漢詩とその歴史の学習 ③火 午前 15 月 1,000 60代以上 文化 入会金別途1000円

30278 中国語を楽しく学ぶ会 ﾁｭｳｺﾞｸｺﾞｦﾀﾉｼｸﾏﾅﾌﾞｶｲ 中国語 ②④火 午前 9 月 3,000 40～70代 生涯、文化 教室代別途月500円

5239 和紅会 ﾜｺｳｶｲ 和裁 ②月③金 午後 8 月 3,000 40～70代 紅葉丘

5394 洋裁学習グループ ﾖｳｻｲｶﾞｸｼｭｳｸﾞﾙｰﾌﾟ 洋裁 ②④木 午後 9 半年 2,000 70代以上 新町

5270 着付サークル ｷﾂｹｻｰｸﾙ 着物の着付、帯の結び方 ②④金 午後 12 月 1,500 40～70代 新町 7、9月は各1回で1か月分､8月は休み

5673 西府きもの愛好会 ﾆｼﾌｷﾓﾉｱｲｺｳｶｲ 着物の着付・作法 ①日
午前
午後 11 なし 西府 必要経費は都度徴収

6631 はなみずき着付サークル ﾊﾅﾐｽﾞｷｷﾂｹｻｰｸﾙ 着付 ④火 午後 11 月 1,000 60～70代 生涯

21ページ



No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

6784 白糸台着付サークル ｼﾗｲﾄﾀﾞｲｷﾂｹｻｰｸﾙ 着物の着付と和服の知識 ②③④火 午前 7 月 2,000 白糸台

7552 和文化研究会 倶々楽 ﾜﾌﾞﾝｶｹﾝｷｭｳｶｲｸｸﾞﾗ 着付、茶道 月3回日・金 午前 30 回 1,500 20～70代
中央、生涯
他

年会費別途1000円

20759 なでしこの会 ﾅﾃﾞｼｺﾉｶｲ 着付けの練習 月2回月 午前 8 月 1,000 40～70代 中央 入会金別途500円

26332 着付け　七宝 ｷﾂｹ ｼｯﾎﾟｳ 着付け、着物文化継承 ④金 午後 12 3か月 4,000 40～70代 生涯

2104 クッキングサークル たまご ｸｯｷﾝｸﾞｻｰｸﾙﾀﾏｺﾞ 家庭料理 ④金
午前
午後 14 60～70代 中央 会費は材料費のみ

2761 住吉料理教室 ｽﾐﾖｼﾘｮｳﾘｷｮｳｼﾂ 家庭料理 ④金 午前 10 月 1,000 70代以上 住吉他

2924 いきいきクラブ ｲｷｲｷｸﾗﾌﾞ 食生活に関する学習会 ②土 午前 11 回 500 40～70代 住吉 必要に応じて実費を徴収

5518 オムレツの会 ｵﾑﾚﾂﾉｶｲ 料理 ④火 午前 8 月 2,000 西府 入会金別途500円

5604 紅味会 ｺｳﾐｶｲ 料理 ②火
午前
午後 10 月 1,000 60代以上 紅葉丘

5961 さくらクッキング ｻｸﾗｸｯｷﾝｸﾞ 一般惣菜、食生活の改善 ③水
午前
午後 9 60代以上 中央 材料費都度徴収

24318 わくわくクッキング ﾜｸﾜｸｸｯｷﾝｸﾞ 料理 ④木
午前
午後 9 回 1,500 30～60代 住吉 入会金別途500円

28949 シニアメンズクラブ ｼﾆｱﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ 料理 ②④土
午前
午後 14 回 3000 60～70代

ﾌﾁｭｰﾙ、ﾙﾐ
ｴｰﾙ他

31387 美味しく食べて、健康づくりの会 ｵｲｼｸﾀﾍﾞﾃｹﾝｺｳﾂﾞｸﾘﾉｶｲ 食べ物学習とお料理教室 ③土 午後 10 年 1,200 60～70代 中央

4295 スイートサークル ｽｲｰﾄｻｰｸﾙ パンとお菓子作り ①③水 午前 7 月 1,000 是政 会費は3か月毎に徴収

14359 食を育む会 ｼｮｸｦﾊｸﾞｸﾑｶｲ 食育 月1～2回土
午前
午後 12 回 300 ～70代 白糸台 入会金別途500円

3425 府中市囲碁連盟 ﾌﾁｭｳｼｲｺﾞﾚﾝﾒｲ 囲碁 月1回（不定）
午前
午後 192 なし プラッツ他 入会金別途1000円

4661 女性囲碁会 ｼﾞｮｾｲｲｺﾞｶｲ 囲碁 ①②③④水 午後 18 月 500 60代以上 中央

5026 府中囲碁クラブ・こもく会 ﾌﾁｭｳｲｺﾞｸﾗﾌﾞｺﾓｸｶｲ 囲碁
①②③④土
日

午後 27 月 1,000 60代以上 生涯 入会金別途1000円会費6か月分前納

5231 紅葉丘囲碁クラブ ﾓﾐｼﾞｶﾞｵｶｲｺﾞｸﾗﾌﾞ 囲碁 ①②③④日 午後 17 月 700 60～70代 紅葉丘 会費は２か月分を前納

5560 新町囲碁同好会 ｼﾝﾏﾁｲｺﾞﾄﾞｳｺｳｶｲ 囲碁 ①②③④土 午後 34 なし 60～70代 新町 必要に応じて会費を徴収する時有

5695 白糸台碁友会 ｼﾗｲﾄﾀﾞｲｺﾞﾕｳｶｲ 囲碁
月8回
平日、土

午後 26 年 2,000 60代以上 白糸台

13201 住吉囲碁将棋会 ｽﾐﾖｼｲｺﾞｼｮｳｷﾞｶｲ 囲碁･将棋 ②④日 午後 10 月 100 60代以上 住吉 休会の際は会費免除
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13565 寿囲碁同好会 ｺﾄﾌﾞｷｲｺﾞﾄﾞｳｺｳｶｲ 囲碁対局 ②③④月 午後 16 月 500 60代以上
中央、プラッ
ツ

31641 武蔵台囲碁クラブ ﾑｻｼﾀﾞｲｲｺﾞｸﾗﾌﾞ 囲碁 ①②③④金 午後 12 なし 60～70代 武蔵台

32703 NPO法人ケヤキ囲碁の会 ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｹﾔｷｲｺﾞﾉｶｲ 囲碁 不定
午前
午後 34 年 500 60～70代

プラッツ、文
化他

入会金別途500円

9849 一歩クラブ ｲｯﾌﾟｸﾗﾌﾞ 将棋の棋力向上及び親睦 ①③木 夜間 13 月 300
40～50代､
80代以上

中央

16715 四谷将棋麻雀の会 ﾖﾂﾔｼｮｳｷﾞﾏｰｼﾞｬﾝﾉｶｲ 将棋・麻雀の実践
月12回
水土日

午後 20 月 500 60代以上 四谷

27552 棋心将棋同好会 ｷｺﾞｺﾛｼｮｳｷﾞﾄﾞｳｺｳｶｲ 将棋 月2回日 午後 120 回 1,000 ～70代 片町

1654 アイラブブリッジの会 ｱｲﾗﾌﾞﾌﾞﾘｯｼﾞﾉｶｲ コントラクトブリッジ ①②③④金 午後 20 月 300 50～80代 生涯

4284 中央かるた会 ﾁｭｳｵｳｶﾙﾀｶｲ 競技かるた 月4回土
午後
夜間 10 月 500 ～70代 中央

6287 府中多摩かるた会 ﾌﾁｭｳﾀﾏｶﾙﾀｶｲ 競技かるた ①②③④土
午後
夜間 10 月 1,000 文化 入会金別途1000円

6914 府中かるた会 ﾌﾁｭｳｶﾙﾀｶｲ 競技かるた 毎週土 夜間 10 月 1,000
～10代、
20～70代

片町 入会金別途1000円

4701 府中手品サークル ﾌﾁｭｳﾃｼﾞﾅｻｰｸﾙ 手品 ①③日 午前 17 月 1,000 60～70代
中央、西府、
片町

会費は年4回に分けて徴収

6670 府中ブリッジクラブ ﾌﾁｭｳﾌﾞﾘｯｼﾞｸﾗﾌﾞ コントラクトブリッジ技術
月4～5回火
木

午後
夜間 16 年 4,000 60代以上

中央、プラッ
ツ

火曜会員3500円, 木曜会員1500円

24280 健康マージャンみどり ｹﾝｺｳﾏｰｼﾞｬﾝﾐﾄﾞﾘ 健康マージャン
①②③④月
水金

午前
午後 31 回 1,000 40代以上 プラッツ

24631 健康麻雀の集い　無垢の会 ｹﾝｺｳﾏｰｼﾞｬﾝﾉﾂﾄﾞｲﾑｸﾉｶｲ 健康麻雀 月4～5回日 午後 37 年 1,000
プラッツ、文
化

入会金別途1000円、臨時会費等有

2062 裏千家茶道　成和会 ｳﾗｾﾝｹﾁｬﾄﾞｳｾｲﾜｶｲ 茶道 ②④月 午後 8 月 5,500 生涯

3272 府中市茶道連盟 ﾌﾁｭｳｼｻﾄﾞｳﾚﾝﾒｲ 茶道 ④水 午後 83 年 1,000 40代以上
郷土の森、
プラッツ他

会費 理事年1500円

5193 裏千家三葉会 ｳﾗｾﾝｹｻﾝﾖｳｶｲ 茶道 ①③金 午前 7 月 3,000 四谷

5224 五月会 ｻﾂｷｶｲ 茶道 ①②③④月 午前 10 月 1,500 60～70代 四谷

5461 茶道サークル ｻﾄﾞｳｻｰｸﾙ 表千家茶道 ②④月 午後 8 月 1,000 60～70代 新町

5720 表千家お茶の会 ｵﾓﾃｾﾝｹｵﾁｬﾉｶｲ 表千家茶道１２ヶ月 ①③水 午後 7 月 3,000 60～70代 片町

8979 たちばな茶の湯会 ﾀﾁﾊﾞﾅﾁｬﾉﾕﾉｶｲ 茶道 ④土 午後 11 月 1,500 40代以上 片町

4083 府中市いけばな連盟 ﾌﾁｭｳｼｲｹﾊﾞﾅﾚﾝﾒｲ いけ花展等 ④土 午前 80 年 2,000 40代以上
ﾌﾟﾗｯﾂ、教育
ｾﾝﾀｰ他
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7050 お花のサークル 龍生会 ｵﾊﾅﾉｻｰｸﾙﾘｭｳｾｲｶｲ いけ花 ②④水 午後 7 月 3,800 60～70代 片町

1721 フラワーサークル ブルースター ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙﾌﾞﾙｰｽﾀｰ フラワーアレンジメント 月3～4回月 午前 10 月 1,600 60代
生涯、新町、
中央

5994 フラワーアレンジメントの会 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄﾉｶｲ 生花などのアレンジ ③火 午後 10 年 10,000 40～70代 中央 花代別途月2000円前後

29572 ラブ・フラワーズ ﾗﾌﾞ・ﾌﾗﾜｰｽﾞ フラワーアレンジメント ②④金 午後 9 月 1,000 20～70代 中央

1590 府中愛菊会 ﾌﾁｭｳｱｲｷﾞｸｶｲ 菊の栽培技術 不定
午前
午後 25 年 3,000 60代以上 大国魂神社

5146 府中盆栽同好会 ﾌﾁｭｳﾎﾞﾝｻｲﾄﾞｳｺｳｶｲ 盆栽、山野草の作り方 ②月 午後 14 年 2,000 60代以上 中央 入会金別途1000円

4089 府中がんケアを考える会 ﾌﾁｭｳｶﾞﾝｹｱｦｶﾝｶﾞｴﾙｶｲ がん、ホスピス知識の普及
2か月に1回
④日

午後
夜間 44 年 2,000 40～70代

ﾌﾟﾗｯﾂ、ﾙﾐ
ｴｰﾙ、中央

入会金別途500円

24372 はっぴーサロン西府 ﾊｯﾋﾟｰｻﾛﾝﾆｼﾌ 五感体操・歌唱・脳トレ ③木 午後 19 年 1,500 60代以上 西府他 会費は年2回に分けて納入

2183 手話サークル てとて ｼｭﾜｻｰｸﾙﾃﾄﾃ 手話の学習 月4回火or土
午前
or
午後

71 年 1,200 40～70代
ふれあい会
館、中央

2197 手話ダンスサークル フレンズ ｼｭﾜﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙﾌﾚﾝｽﾞ 手話ダンス ①③木 午後 15 月 1,000 60～70代
中央、紅葉
丘

3411 生活向上委員会 パルパル ｾｲｶﾂｺｳｼﾞｮｳｲｲﾝｶｲﾊﾟﾙﾊﾟﾙ
食の安全・食育・エコ・地域交
流等

月1回 午前 12 月 800
生涯、ルミ
エール他

4805 多摩友の会（府中方面） ﾀﾏﾄﾓﾉｶｲ(ﾌﾁｭｳﾎｳﾒﾝ) 衣食住家計子供について ①②③④木 午前 31 月 120 20代以上
中央、新町、
生涯他

24252 香の会 ｺｳﾉｶｲ 香道 ③火 午前 13 月 4,000
生涯、文化、
プラッツ他

4825 新日本婦人の会府中支部 ｼﾝﾆﾎﾝﾌｼﾞﾝﾉｶｲﾌﾁｭｳｼﾌﾞ 平和・福祉・教育
毎週火①③水
①土他

午前
午後 160 月 900 40～70代 文化他 入会金別途100円

10316 憲法の使い方講座 ｹﾝﾎﾟｳﾉﾂｶｲｶﾀｺｳｻﾞ 憲法の学習 ②土 午後 12 年 500 40～70代 中央

1584
特定非営利活動法人 府中かん
きょう市民の会

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝ ﾌﾁｭｳｶ
ﾝｷｮｳｼﾐﾝﾉｶｲ

環境・自然保護 ②水 午後 65 年 2,000 60～70代 府中市内

8592 浅間山自然保護会 ｾﾝｹﾞﾝﾔﾏｼｾﾞﾝﾎｺﾞｶｲ 都立浅間山の環境保全 ②④土日他 午前 51 年 500 60～70代
都立浅間山
公園

24080 武蔵台緑地保全ボランティア ﾑｻｼﾀﾞｲﾘｮｸﾁﾎｾﾞﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 環境・自然保護 ①③月 午前 11 年 500 40代以上
武蔵台公園
他

4072 府中消防少年団 ﾌﾁｭｳｼｮｳﾎﾞｳｼｮｳﾈﾝﾀﾞﾝ 防災教育・奉仕活動 月1回日 午前 54 月 300
府中消防署
他

入団金別途1500円

6740 かんきょう塾ネット ｶﾝｷｮｳｼﾞｭｸﾈｯﾄ 環境学習 月1回土 午前 21 なし
環境保全活
動ｾﾝﾀｰ他

会費は寄付その他を充当

29450 日新・四谷をキレイにする会 ﾆｯｼﾝﾖﾂﾔｦｷﾚｲﾆｽﾙｶｲ 清掃活動及び野外活動 月1回日 随時 12 なし ～50代
日新町、四
谷

活動は1時間程、会費は必要時徴収

4262 是政たんぽぽの会 ｺﾚﾏｻﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾉｶｲ 高齢者・障害者福祉
月1～2回（不
定）

午前 11 年 1,000 60～70代 是政他
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12586 府中生活と健康を守る会 ﾌﾁｭｳｾｲｶﾂﾄｹﾝｺｳｦﾏﾓﾙｶｲ 福祉、介護制度の活用
①②③④火
①土

午前
午後 103 月 800 60～70代 市内 会費に新聞代300円含む

21938 まなサロ会 ﾏﾅｻﾛｶｲ 文芸、美術
①②③④金
土

午後 14 月 6,000 60代以上 市内

6032 ミズの会 ﾐｽﾞﾉｶｲ 多くの分野の常識学習会
①金（予備日
有）

午前 12 月 300 60代以上 中央他 会費は6か月分ずつ徴収

5174
府中市の児童館事業の充実を
考える会

ﾌﾁｭｳｼﾉｼﾞﾄﾞｳｶﾝｼﾞｷﾞｮｳﾉｼﾞｭｳｼﾞ
ﾂｦｶﾝｶﾞｴﾙｶｲ

児童館活動 ③土 午後 16 年 500 40～70代 中央

5675 府中子ども劇場 ﾌﾁﾕｳｺﾄﾞﾓｹﾞｷｼﾞｮｳ 親子で観劇・自主的活動 月1回（不定）
午前
午後 19 月 1,000

～10代、
40～50代

白糸台、ルミ
エール府中

入会金別途500円

18430 親子リズムこぐま ｵﾔｺﾘｽﾞﾑｺｸﾞﾏ 親子リズム体操 ②④火 午前 9 月 100 片町

24749 mama＋ ﾏﾏﾀｽ 育児についての親子交流 ②木 午前 12 回 300 20～30代 中央 イベント参加で別途会費徴収あり

24756 はなうたさんぽ ﾊﾅｳﾀｻﾝﾎﾟ 歌、体操、リトミック、料理
月1～2回④
木

午前 11 回 300 ～50代
白糸台、押
立、是政

会費以上かかった費用は参加者割

32858 アソビー団 ｱｿﾋﾞｰﾀﾞﾝ 児童館についての勉強等 ④土 午後 12 回
300～
500円

全世代
片町、住吉、
プラッツ

3445 すくすくの会 ｽｸｽｸﾉｶｲ 親子リトミック 月3回水 午前 10 月 3,000 20～50代 生涯、中央

4647 バナナキッズクラブ ﾊﾞﾅﾅｷｯｽﾞｸﾗﾌﾞ 親子リトミック ①②③金 午前 8 月 2,500 20～30代 中央 年間教材費別途1500円

4809 ドミソの会 ﾄﾞﾐｿﾉｶｲ 親子リトミック 月3回水 午後 10 月 3,000
～10代、
20～50代

生涯、紅葉
丘、中央

5700 どんぐりペンギンクラブ ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾍﾟﾝｷﾞﾝｸﾗﾌﾞ リトミック ①②③④金 午前 8 月 6,000 片町

5918 おもちゃ箱 ｵﾓﾁｬﾊﾞｺ 親と子のリトミック 月3回木 午前 10 月 2,500 20～30代 中央

7002 ハ－モニ－ ﾊ-ﾓﾆ- 音楽の基礎 ①②③水 午後 10 月 3,000 生涯

26206 とんとんぱっ ﾄﾝﾄﾝﾊﾟｯ 親子リトミック ②④水 午前 11 月 2,000 ～50代
芸術劇場分
館

会費は1回ごと1000円納入（月2回）

6794 キッズダンス ラビッツ ｷｯｽﾞﾀﾞﾝｽﾗﾋﾞｯﾂ ダンス ①②③④火 午後 28 月 200 ～50代 押立体育館 年会費別途1500円

7730 プチトマト ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ ピラティス・ヨガ ①②③④木 午前 13 月 2,500 20～70代
白糸台体育
館他

ビジター会員は1回1000円

16019 スウィーティー ｽｳｨ‐ﾃｨ- ダンス ①②③④火 夜間 13 月 500 ～10代 押立 年会金別途1500円

17494 １０１キッズジュニア２ ﾜﾝｵｰﾜﾝｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱﾂｰ 親子ダンス ①②③④木 午後 22 月 1,100
～10代、
20～50代

押立、是政、
生涯他

27800 １０１キッズジュニア３ ﾜﾝｵｰﾜﾝｷｯｽﾞｼﾞｭﾆｱｽﾘｰ 親子で楽しむダンス ①②③④金 夜間 27 月 1,100 ～50代
押立、是政、
生涯他

5280 オコサの会（よみきかせ） ｵｺｻﾉｶｲﾖﾐｷｶｾ 絵本の読み聞かせと学習 月1回月 午後 9 年 1,000 60～70代 中央他 入会金別途500円
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5935 絵本だいすき ｴﾎﾝﾀﾞｲｽｷ 絵本の読み聞かせ ②火 午前 18 年 100 40代以上
文化、保健
センター

6162 フレッシュサラダ ﾌﾚｯｼｭｻﾗﾀﾞ 読み聞かせ・手遊び・歌 ④木 午前 10 なし 20～30代 文化

12255 空とぶくじら ｿﾗﾄﾌﾞｸｼﾞﾗ 読み聞かせ ②日
午前
午後 20 年 1,000 40～50代

中央、中央
図書館

26291 おはなしのたね ｵﾊﾅｼﾉﾀﾈ ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞ・おはなし会 月1回月or火 午前 17 年 1,000
中央図書
館、片町

26317 楽しい絵本の会 ﾀﾉｼｲｴﾎﾝﾉｶｲ 絵本の読み聞かせ ①③火
午前
午後 7 月 1,300 60～70代 片町 会費3か月分前納

32087 絵本の会　にじいろクレヨン ｴﾎﾝﾉｶｲﾆｼﾞｲﾛｸﾚﾖﾝ 絵本の読み聞かせ ③④木 午後 8 なし 60～70代
片町、いきい
きﾌﾟﾗｻﾞ他

会費は必要な時に徴収

5175
府中の保育・教育・子どもの文
化をよくする連絡会

ﾌﾁｭｳﾉﾎｲｸｷｮｳｲｸｺﾄﾞﾓﾉﾌﾞﾝｶｦﾖ
ｸｽﾙﾚﾝﾗｸｶｲ

子供の教育・子育て ③土 午後 29 年 1,000 40～70代
中央、教育
センター

11756 府中市東部子育て教育懇談会
ﾌﾁｭｳｼﾄｳﾌﾞｺｿﾀﾞﾃｷｮｳｲｸｺﾝﾀﾞﾝｶ
ｲ

教育問題・子育て
2か月に
1回②土

午後 9 月 300 40代以上
生涯、紅葉
丘

14345
NPO法人野外遊び喜び総合研
究所

ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝﾔｶﾞｲｱｿﾋﾞﾖﾛｺﾋﾞ
ｿｳｺﾞｳｹﾝｷｭｳｼﾞｮ

自然体験活動 月4回水 夜間 12 月 1,000 ～30代
文化、プラッ
ツ

21913
イーグルアイ 特別支援教育を考
える会

ｲｰｸﾞﾙｱｲﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｷｮｳｲｸｦｶﾝ
ｶﾞｴﾙｶｲ

特別支援教育 月1回（不定） 午前 16 年 200 文化、生涯 会員外参加1回100円、初回は無料

23129 NPO法人　シャイニングスター ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝ　ｼｬｲﾆﾝｸﾞｽﾀｰ
発達障害児の保護者・市民の
ための教育・相談事業 ②土 午後 11 年 12,000 40～50代 生涯 入会金別途5000円

5975 マザーグースの会 ﾏｻﾞｰｸﾞｰｽﾉｶｲ 子供の英語・日本語劇遊び ①③木 午後 13 月 300 ～50代 中央

15328 学びのサロン ﾏﾅﾋﾞﾉｻﾛﾝ 生きる力を身につける ①②③④日 夜間 12 月 3,000 40～70代 市内 管理運営費が生じる場合実費精算

4099 日本会議東京都府中支部 ﾆｯﾎﾟﾝｶｲｷﾞﾄｳｷｮｳﾄﾌﾁｭｳｼﾌﾞ 近現代史等 ③土他 午後 80 回 500 プラッツ 本部年会費別途

7641 府中市史談会 ﾌﾁｭｳｼｼﾀﾞﾝｶｲ 郷土史
1～2か月に1
回

午後 86 年 3,000 40代以上 教育他 賛助会員年5000円

30029 ふちう歴史苦楽部 ﾌﾁｳﾚｷｼｸﾗﾌﾞ 近現代史料の検討と調査 不定 夜間 11 回 500 40～70代 中央、片町

3377 木の実会 ｷﾉﾐｶｲ 古文書解読・学習 ①③水 午後 10 年 1,000 60～70代 片町

4111 郷土の森古文書勉強会 ｷｮｳﾄﾞﾉﾓﾘｺﾓﾝｼﾞｮﾍﾞﾝｷｮｳｶｲ 古文書の解読 ①③水 午後 17 月 500 60～70代
文化、生涯
他

会費は偶数月に2か月分前納

14035 近世古文書勉強会 ｷﾝｾｲｺﾓﾝｼﾞｮﾍﾞﾝｷｮｳｶｲ 近世資(史)料の解読と考究 ②④水 午後 11 月 1,500 60代以上
中央､教育ｾ
ﾝﾀｰ他

2117 イスラム研究会 ｲｽﾗﾑｹﾝｷｭｳｶｲ イスラム社会 ①③火 午後 12 月 1,500 60～70代 生涯

12546 武蔵府中熊野神社古墳保存会
ﾑｻｼﾌﾁｭｳｸﾏﾉｼﾞﾝｼﾞｬｺﾌﾝﾎｿﾞﾝｶ
ｲ

古墳の保存活用 不定 随時 232 年 1,000 60代以上
武蔵府中熊野神
社古墳展示館

2125 府中アマチュア無線クラブ ﾌﾁｭｳｱﾏﾁｭｱﾑｾﾝｸﾗﾌﾞ アマチュア無線通信業務 ①土 夜間 63 年 2,000 10代以上 中央他 高校生以下600円入会金別途400円
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

6157 Ｉ.Ｔいい会 ｱｲﾃｨｲｲｶｲ パソコン操作学習 ②④木 午前 10 月 300 70代以上 生涯

2087 府中野鳥クラブ ﾌﾁｭｳﾔﾁｮｳｸﾗﾌﾞ 野鳥観察と調査 ①土③日 午前 68 年 2,000 全世代 市内 会費は家族、高校生は1000円

1580 科学体験クラブ府中 ｶｶﾞｸﾀｲｹﾝｸﾗﾌﾞﾌﾁｭｳ
科学体験（科学に興味を持つ
実験）

③日 午後 42 月 200 文化他 行事での必要経費はその都度徴収

182 オープンマインド ｵｰﾌﾟﾝﾏｲﾝﾄﾞ ジェンダースタディ 不定 夜間 12 年 500 20～70代 ﾌﾁｭｰﾙ他

27609 コミュニケーションラボ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞ
コミュニケーションスキルの
学習

②土or日 午前 10 月 1,000
生涯、中央、
プラッツ

23115 若松笑いヨガクラブ ﾜｶﾏﾂﾜﾗｲﾖｶﾞｸﾗﾌﾞ 生活文化 ①②③④土 午前 11
府中の森公
園

会費は実費精算

5247 いなほ会卓球 ｲﾅﾎｶｲﾀｯｷｭｳ 卓球 ①②③④日 夜間 10 月 600 40代以上 新町 会費は偶数月に2か月分を徴収

1200 親交会 ｼﾝｺｳｶｲ グランドゴルフ
①②③④水
金

午前 21 年 2,000 70代以上
武蔵台少年
野球場他

会費は年2回に分けて納入

5787 西文グラウンドゴルフクラブ ﾆｼﾌﾞﾝｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ グラウンドゴルフ 月8回火金 午後 19 年 1,500 60代以上
西府町地域
公園他

会費は3月に年額を前納

1402 ダンス パレット ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾚｯﾄ ダンス ②④水 午前 10 月 3,000 40～70代 是政他

4139 Ｄｒｅａｍ ﾄﾞﾘｰﾑ ジャズダンス ①②③金 午後 8 月 4,000 40～70代 白糸台

8268 カサブランカ文化センター ｶｻﾌﾞﾗﾝｶﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 社交ダンス ①③土 夜間 10 月 1,000 60～70代 是政

11289 ヒップホップサークル ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟｻｰｸﾙ ヒップポップダンス ①②③④土 午前 50 月 2,000 ～10代
生涯、中央、
新町他

14770
ライラック　ストレッチ・ジャズダ
ンス

ﾗｲﾗｯｸｽﾄﾚｯﾁｼﾞｬｽﾞﾀﾞﾝｽ ストレッチとジャズダンス ①②③④金 午前 11 月 3,500 60～70代 文化、生涯 入会金別途1000円

19330 shooting star ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾀｰ ダンス ①②③④木 夜間 10 なし 40～70代 片町 費用はその都度、参加者で頭割り

20641 Ｈｏｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ﾎｯﾄｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 歌・ﾀﾞﾝｽ・ｱｰﾄ ②④日 午後 33 月 3,000 西府他
一世帯子供2人5000円/月、3人7000
円/月

25470 Friday's g.n.o!! ﾌﾗｲﾃﾞｲｽﾞ　ｼﾞｰｴﾇｵｰ ダンス ①②③④金 夜間 25 月 4,000 ～10代
中央、生涯
他

入会金別途500円

26392 Queen of the Night ｸｲｰﾝｵﾌﾞｻﾞﾅｲﾄ ジャズダンス ①②③④水 夜間 21 月 4,000 ～70代 新町

27899 かぐっちの会 ｶｸﾞｯﾁﾉｶｲ ジャグリング技術の向上 ①②③土 全日 10 実費 20～50代 住吉、四谷 会場費については参加者の実費

29387 Bounce chics ﾊﾞｳﾝｽ ﾁｯｸｽ ダンス ①②③④金 夜間 11 月 5,000
中央、片町、
生涯他

入会金別途500円

30280 ストリートダンス ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽ ダンス ①②③④土 午前 10 月 1,500 20～30代 文化、生涯 年会費別途3000円

381 ポピーズ ﾎﾟﾋﾟｰｽﾞ 健康体操 ①②③④水 午前 15 月 1,500 60代以上
フチュール、
住吉

連絡して月休みの会費は500円
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2076 健康体操にこにこクラブ ｹﾝｺｳﾀｲｿｳﾆｺﾆｺｸﾗﾌﾞ 健康体操、健康ダンス 月3回水 午前 10 月 1,800 60～70代 中央

3185 住吉健康体操Ｂ ｽﾐﾖｼｹﾝｺｳﾀｲｿｳﾋﾞｰ ストレッチ・柔軟体操 ②④水 午前 18 年 12,000 40代以上 住吉他 会費は年2回6000円ずつ前納

3190 住吉健康体操Ａ ｽﾐﾖｼｹﾝｺｳﾀｲｿｳｴｰ ストレッチ・ラジオ体操 ①③水 午前 19 月 1,000 60代以上 住吉 会費は年2回6000円ずつ前納

3368 十文字自彊術本宿サークル
ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｼﾞｷｮｳｼﾞｭﾂﾎﾝｼｭｸｻｰ
ｸﾙ

健康体操 ①②③④水 午後 12 月 2,000 60～70代 本宿体育館

4286 健康体操サークル ｹﾝｺｳﾀｲｿｳｻｰｸﾙ 練功十八法等 月3～4回水 午後 10 月 2,000 是政

4769 押立のびのびストレッチ ｵｼﾀﾃﾉﾋﾞﾉﾋﾞｽﾄﾚｯﾁ 健康体操 ①②③④火 午前 10 回 500 60代以上 押立

5441 西府健康体操 ﾆｼﾌｹﾝｺｳﾀｲｿｳ ストレッチ体操 ①③金 午前 10 月 1,500 60～70代 西府

5600 自彊術健康体操 ｼﾞｷｮｳｼﾞｭﾂｹﾝｺｳﾀｲｿｳ 体操 月4回火 午前 10 月 1,000 60代以上 紅葉丘

5712 ３Ｂ体操 ｻﾝﾋﾞｰﾀｲｿｳ 健康体操 ①②③④火 午前 10 月 3,000 60代以上
住吉、四谷、
フチュール

入会金別途1000円､会場費実費負担有

5738 ジャンピングシェイプ ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｼｪｲﾌﾟ 健康体操 ①②③④木 午前 13 月 2,000 60代以上 白糸台 入会金別途2000円

6916 府中健康体操クラブ ﾌﾁｭｳｹﾝｺｳﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ ストレッチ体操・指圧体操 ①②③④水 夜間 8 年 5,000 60代以上 片町

11554 健康体操の会 ｹﾝｺｳﾀｲｿｳﾉｶｲ リズム体操等 月3～4回水 午前 14 3か月 4,000 60～70代 日吉体育館

12334 ミラクル・ダンディーズ ﾐﾗｸﾙﾀﾞﾝﾃﾞｨｰｽﾞ 健康体操 ①②③④水 午前 17 月 3,000 60代以上
体育館、生
涯他

13971 南町ヘルスグループ ﾐﾅﾐﾁｮｳﾍﾙｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 健康維持・軽運動 ①②③金 午前 8 月 1,000 60～70代 住吉 会費は2か月分ずつ徴収

22863 骨盤矯正＆ダイエットEX
ｺﾂﾊﾞﾝｷｮｳｾｲｱﾝﾄﾞﾀﾞｲｴｯﾄｲｰｴｯ
ｸｽ

骨盤矯正 月3回水 午後 11 月 3,000 文化、生涯

23685 むつき体操の会 ﾑﾂｷﾀｲｿｳﾉｶｲ ストレッチ、ゴム体操 ①②③④火 午後 11 月 1,500 60代以上 四谷

23758 Ryuの会　健康体操 ﾘｭｳﾉｶｲｹﾝｺｳﾀｲｿｳ 筋肉の鍛え方 ④木 午前 10 月 2,000 40～70代 片町 年会費別途1000円

24329 ３Ｂロコモ体操 ｻﾝﾋﾞｰﾛｺﾓﾀｲｿｳ 中高年の健康体操 ①②③④火 午後 10 月 3,000 60代以上
片町、いきい
きプラザ

入会金別途1000円

24926 レモンの会 ﾚﾓﾝﾉｶｲ 体操 ①②③④火 午前 10 月 3,500 60～70代 中央 入会金別途3000円

25083 いきいき体操クラブ ｲｷｲｷﾀｲｿｳｸﾗﾌﾞ 健康体操 ①③水 午前 16 月 1,500 60～70代 文化 年会費別途3000円

29172 コンディショニング体操 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾀｲｿｳ 軽体操 月3回月 午前 13 年 2,000 40～70代
中央、紅葉
丘

対象は女性のみ

32161 四谷元気体操の会 ﾖﾂﾔｹﾞﾝｷﾀｲｿｳﾉｶｲ 健康維持、増進(体操) ①②③④火 午前 18 月 200 60代以上 四谷
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32702 クランベリーシニア ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰｼﾆｱ 健康体操 月3回金 午前 10 月 2,000 60代以上 中央他

3998 サークル リフレッシュ ｻｰｸﾙﾘﾌﾚｯｼｭ エアロビクス ①②③④金 午前 7 2か月 4,500 40～70代 生涯、文化
入会金別途1000円
ﾁｭｰﾌﾞ購入代2500円

5200 エンジョイエアロビクス ｴﾝｼﾞﾖｲｴｱﾛﾋﾞｸｽ エアロビクス、ダンス他 ①②③④金 午前 9 回 600 20～50代
中央、新町、
紅葉丘他

6052 片町フィットネス ｶﾀﾏﾁﾌｨｯﾄﾈｽ エアロビクス、ヨガ等 ②④水 午前 10 月 3,000 片町 入会金別途1000円

7830 ＢＥＡＴ ＣＲＡＺＹ ﾋﾞｰﾄｸﾚｰｼﾞｰ 体操、エアロビクス 月3回水 午前 7 年 1,000
白糸台、生
涯他

15607 自力整体 しん ｼﾞﾘｷｾｲﾀｲｼﾝ 自力整体 ①②③火 午後 8 月 3,000 60～70代 是政 入会金別途3000円

8330 さわやかヘルの会 ｻﾜﾔｶﾍﾙﾉｶｲ 健康学習と実践 ①③火 午前 10 月 2,000 60～70代 生涯、文化

21722 バランスウォーキング ﾊﾞﾗﾝｽｳｫｰｷﾝｸﾞ ﾊﾞﾗﾝｽｳｫｰｷﾝｸﾞ ②月 午前 10 月 200 60～70代 中央

23060 押立なの花会 ｵｼﾀﾃﾅﾉﾊﾅｶｲ 介護予防体操 ①②③④火 午前 10 月 1,000 60代以上 押立

250 こぶしの会 ｺﾌﾞｼﾉｶｲ 太極拳 ①②③④火 午前 11 月 1,000 70代以上 片町

312 日中友好太極拳 ﾆｯﾁｭｳﾕｳｺｳﾀｲｷｮｸｹﾝ 太極拳の学習 月4回土 午後 10 月 4,000 70～80代 住吉他 入会金別途3000円

2103 府中太極火星会 ﾌﾁｭｳﾀｲｷｮｸｶｾｲｶｲ 太極拳 ①②③火 午前 10 月 3,000 40～70代 中央

4066 太極拳 ＣＯＳＭＯＳ ﾀｲｷｮｸｹﾝｺｽﾓｽ 太極拳・練功等の体操 ①②③土 午前 16 月 2,000 40代以上 白糸台

4101 府中の森公園体操会 ﾌﾁｭｳﾉﾓﾘｺｳｴﾝﾀｲｿｳｶｲ 中国体操
週6回(月・雨
天休）

午前 63 年 2,000 60～70代
府中の森公
園

入会金別途500円

4109 武蔵台公園体操会 ﾑｻｼﾀﾞｲｺｳｴﾝﾀｲｿｳｶｲ 練功十八法、府中体操
毎日(雨天
休）

午前 36 年 2,000 60代以上 武蔵台公園 入会金別途500円

4714 太極拳・気功勉強会 ﾀｲｷｮｸｹﾝｷｺｳﾍﾞﾝｷｮｳｶｲ 太極拳・気功 ①②③④土 午後 7 月 4,000 60～70代 中央他 入会金別途2000円

4791 けやき太極拳の会 ｹﾔｷﾀｲｷｮｸｹﾝﾉｶｲ 太極拳 ①③火 午前 11 年 500 60～70代 文化

5170 太極拳友会 ﾀｲｷｮｸｹﾝﾕｳｶｲ 太極拳･練功（前段・後段） ①②③④金 午後 9 月 2,000 60代以上 中央 入会金別途1000円

5443 西府太極拳普及会 ﾆｼﾌﾀｲｷｮｸｹﾝﾌｷｭｳｶｲ 太極拳 ①②③④木 午前 14 月 3,000 60～70代 西府 入会金別途1000円

5594 エアロフィットネス ｴｱﾛﾌｨｯﾄﾈｽ 太極拳・練功・ｽﾄﾚｯﾁ ④火 午前 10 月 600 60～70代 紅葉丘

5668 健康気功太極拳の会 ｹﾝｺｳｷｺｳﾀｲｷｮｸｹﾝﾉｶｲ 気功･太極拳 月2回木 午後 10 月 3,000 60～70代 文化 会場使用料別途月100円

6730 蛙健会 ｱｹﾝｶｲ 太極拳・養生気功 ①②③④火 午前 15 月 1,000 60～70代 是政
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10258 練功十八法の会 ﾚﾝｺｳｼﾞｭｳﾊｯﾎﾟｳﾉｶｲ 練功十八法の学習他 ③火 午後 13 年 1,000 60代以上 文化 会費は年2回500円ずつ徴収

31213 府中の森公園健康体操会 ﾌﾁｭｳﾉﾓﾘｺｳｴﾝｹﾝｺｳﾀｲｿｳﾀｲ
中国健康体操（練功十八法
など）

月26回月～
土

午前 52 年 2,000 60代以上
都立府中の
森公園

入会金別途500円

13016 気功太極扇の会 ｷｺｳﾀｲｷｮｸｵｵｷﾞﾉｶｲ 太極拳 ②④火 午前 10 年 1,000 60～70代 文化

19114 けやき太極拳クラブ ｹﾔｷﾀｲｷｮｸｹﾝｸﾗﾌﾞ 太極拳 ①③火 午後 11 月 1,500 60～70代
白糸台、中
央

入会金別途500円

20758 けやき太極拳木曜教室 ｹﾔｷﾀｲｷｮｸｹﾝﾓｸﾖｳｷｮｳｼﾂ 太極拳 ①②④木 午前 8 月 3,000 50代以上 生涯、文化 入会金別途500円

21954 太極拳金曜日の会 ﾀｲｷｮｸｹﾝｷﾝﾖｳﾋﾞﾉｶｲ 太極拳 ①③金 午後 12 月 2,000 60～70代
中央、白糸
台

入会金別途500円

25060 太極拳クラブ ﾀｲｷｮｸｹﾝｸﾗﾌﾞ 24式太極拳 ①②③木 夜間 7 なし 40～70代 西府 会場費は都度参加者で頭割り

26924 けやき太極拳　剣の会 ｹﾔｷﾀｲｷｮｸｹﾝ　ﾂﾙｷﾞﾉｶｲ 太極拳（剣） ②③木 午前 7 月 1,000 40代以上 文化 欠席の場合は会費の納入不要

28462
日本中国友好協会府中・調布支
部　FC太極拳柔美クラブ

ﾆﾎﾝﾁｭｳｺﾞｸﾕｳｺｳｷｮｳｶｲﾌﾁｭｳ･ﾁｮ
ｳﾌｼﾌﾞ ｴﾌｼｰﾀｲｷｮｸｹﾝﾛｳﾒｲｸﾗﾌﾞ

太極拳 ①②③④金 午前 10 月 4,000 50～70代 中央、片町 参加1回1000円

29937 つばめ会 ﾂﾊﾞﾒｶｲ 太極拳
月1～2回①
③木

午後 8 年 1,000 60～70代 文化

4721 養生気功みどり会 ﾖｳｼﾞｮｳｷｺｳﾐﾄﾞﾘｶｲ 養生気功 ①②③金 午前 11 月 1,000 60～70代 中央

5212 気成会 ｷｾｲｶｲ 養生体術・気功鍛錬 ①②③④金 午後 11 月 1,500 60～70代 新町

24735 府中気功同好会 ﾌﾁｭｳｷｺｳﾄﾞｳｺｳｶｲ 気功 月4～5回月 午前 9 月 3,000 40代以上
中央、生涯、
新町

31210 健康メソッドの会 ｹﾝｺｳﾒｿｯﾄﾞﾉｶｲ 健康な身体作り(気功) ④月 午前 10 月 1,500 40～70代 中央

2106 ストレッチヨーガ ｽﾄﾚｯﾁﾖｰｶﾞ ヨーガ 月4～5回火 午前 34 月 6,000 40～70代
ﾌﾟﾗｯﾂ、ﾙﾐ
ｴｰﾙ府中他

入会金別途1000円

2913 アサナの会 ｱｻﾅﾉｶｲ ヨガ体操 ①②③④木 午前 22 月 2,500 40～70代 武蔵台

4293 白糸台ヨガサークル ｼﾗｲﾄﾀﾞｲﾖｶﾞｻｰｸﾙ ストレッチと呼吸法 ①②③④水 夜間 12 月 4,000 40代以上 白糸台

5209 サークル リボン ｻｰｸﾙﾘﾎﾞﾝ ヨガ・健康体操 月3～4回月 午前 9 月 2,500 40～70代
中央、新町、
生涯

会費納入は2か月ごと

6188 虹の会 ﾆｼﾞﾉｶｲ ヨガ ①②③④日 午前 10 月 3,000
～10代、
40～70代

片町

9327 さくら ｻｸﾗ ヨーガ 月2～3回日 午前 10 回 1,300 20～50代 中央

17125 ヨガfriends ﾖｶﾞﾌﾚﾝｽﾞ 軽スポーツ　ヨガ ①③火 午前 11 月 2,000 40～70代
白糸台、是
政

21955 ヨガ・アルファ会 ﾖｶﾞｱﾙﾌｧｶｲ ヨガ ①②④木 午後 11 月 2,500 60代以上 四谷、住吉 月1回出席の場合1000円納入
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24692 ヨガサークル　クランベリー ﾖｶﾞｻｰｸﾙｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ ヨガ 月3回水 午前 14 月 2,000 40～70代 中央、生涯 共益費別途年1000円

30824 片町リフレッシュ ｶﾀﾏﾁﾘﾌﾚｯｼｭ ヨガ・ピラティス ②③④金 午前 13 月 3,000 20～70代 片町

2227 けやき ｹﾔｷ グラウンドゴルフ ①②③④日 午前 26 回 100
日吉体育館、
府中公園

4238 府中アロークラブ ﾌﾁｭｳｱﾛｰｸﾗﾌﾞ スポーツウエルネス吹矢 ①②③④土 午前 31 月 1,500
文化、プラッ
ツ他

入会金別途3000円

19712 さつき会・スポーツ吹矢 ｻﾂｷｶｲｽﾎﾟｰﾂﾌｷﾔ スポーツウエルネス吹矢 ①②③④月 午前 18 月 500 60代以上 住吉 入会金別途500円

28035 府中カーレットクラブ ﾌﾁｭｳｶｰﾚｯﾄｸﾗﾌﾞ 卓上カーレットを楽しむ ①②③④火 午前 16 回 100 60～70代 文化他

30303 新婦人のびろ健康吹き矢の会 ｼﾝﾌｼﾞﾝﾉﾋﾞﾛｹﾝｺｳﾌｷﾔﾉｶｲ 吹き矢 ③木 午後 11 月 100 60～70代
白糸台、紅
葉丘

30509 住吉ダーツする会 ｽﾐﾖｼﾀﾞｰﾂｽﾙｶｲ ダーツ 月2～3回木 午後 8 月 250 60～70代 住吉

31299 adelante ｱﾃﾞﾗﾝﾃ ZUMBA ①③金 夜間 10 回 500 40～50代
中央、紅葉
丘、白糸台

会場確保により活動日変更有

31544 FREE☆ ﾌﾘｰ ZUMBA ①②③④水 午前 10 回 600 40～50代 中央、生涯 会場確保により活動日等変更有

32871 クラブ　ネロ ｸﾗﾌﾞ　ﾈﾛ ｽﾎﾟｰﾂ吹き矢 ①②③④水 午前 15 月 500 60～70代 紅葉丘 入会金別途1000円

8241 少林流空手道聖武館 ｼｮｳﾘﾝﾘｭｳｶﾗﾃﾄﾞｳｾｲﾌﾞｶﾝ 空手 ①②③④日 夜間 10 月 2,000 20～70代 片町

2179 府中市四半的弓道会 ﾌﾁｭｳｼｼﾊﾝﾏﾄｷｭｳﾄﾞｳｶｲ 四半的弓道 ①③日 午後 13 月 500 60～70代 中央

2936 住吉四半的弓道クラブ ｽﾐﾖｼｼﾊﾝﾏﾄｷｭｳﾄﾞｳｸﾗﾌﾞ 四半的弓道 毎週日 午前 19 年 8,000 全世代 住吉 活動は会場の空き状況で変更有

4299 是政愛弓会 ｺﾚﾏｻｱｲｷｭｳｶｲ 四半的弓道 ①③④日 夜間 11 月 750 20代以上 是政他 会費は年3回4か月分ずつ納入

17320 押立あじさい愛弓会 ｵｼﾀﾃｱｼﾞｻｲｱｲｷｭｳｶｲ 四半的弓道 ①②③④土 夜間 13 年 6,000 全世代 押立 ｽﾎﾟｰﾂ保険加入者保険料別途徴収

23041 スポーツ吹き矢友の会 ｽﾎﾟｰﾂﾌｷﾔﾄﾓﾉｶｲ 吹き矢
①②③④土
or日

午後 17 月 500 是政

4737 婦人団体 のびろ会 ﾌｼﾞﾝﾀﾞﾝﾀｲﾉﾋﾞﾛｶｲ 講習会、旅行 不定 随時 64 年 500 60代以上 新町
別途地区外会員送付料500円、入会
金100円

5423 浅間町婦人会 ｾﾝｹﾞﾝﾁｮｳﾌｼﾞﾝｶｲ
ボランティア活動、サークル
活動

①火 午前 70 年 1,000 60代以上 浅間町会館

6035 明日香会 ｱｽｶｶｲ 地域婦人活動 不定 随時 190 なし
片町、地域
公会堂

自治会助成金3万円を会費に充当

15569 あかしや会 ｱｶｼﾔｶｲ コミュニティー作り 月1回（不定） 随時 42 年 1,200 60～70代
緑町公会
堂・緑苑

3258 七小ＰＴＡ ﾅﾅｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 304 年 2,000 七小他
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3263 九中ＰＴＡ ｷｭｳﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 468 年 2,000 40～50代 九中

3576 新町小ＰＴＡ ｼﾝﾏﾁｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 300 年 2,500 新町小

3589 八小ＰＴＡ ﾊｯｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ ②③水 午前 600 年 1,500 20～30代 八小

4068 日新小学校ＰＴＡ ﾆｯｼﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 500 年 1,000 20～50代 四谷

4086 住吉小ＰＴＡ ｽﾐﾖｼｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 400 年 2,000 20～50代 住吉小

4093 五小ＰＴＡ ｺﾞｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 600 年 2,000 五小

4095 本宿小ＰＴＡ ﾎﾝｼｭｸｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 610 年 2,000 20～70代 本宿小

4098 四小ＰＴＡ ﾖﾝｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 412 年 2,000 四小

5147 四中ＰＴＡ ﾖﾝﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 650 年 2,000 20～50代 四中

5150 三小ＰＴＡ ｻﾝｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 760 年 1,700 三小、片町

5171 浅間中ＰＴＡ ｾﾝｹﾞﾝﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 557 年 2,100 浅間中

5196 六小PTA ﾛｸｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 750 年 2,500 20～50代 六小

5528 二中ＰＴＡ ﾆﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ
午前
午後 614 年 1,800 二中

6310 府中第一小学校ＰＴＡ
ﾌﾁｭｳﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳｳﾋﾟｰﾃｨｰ
ｴｲ

ＰＴＡ 不定
午前
午後

1000 年 2,000 20～50代 一小

6328 四谷小ＰＴＡ ﾖﾂﾔｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 午前 524 年 1,000 四谷小

6332 若松小ＰＴＡ ﾜｶﾏﾂｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定
午前
午後 531 年 2,200

若松小、浅
間山

8255 小柳小ＰＴＡ ｺﾔﾅｷﾞｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 月1～2回 随時 490 年 1,900 小柳小

8952 二小ＰＴＡ ﾆｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 900 年 1,800 20～50代 二小

9174 六中ＰＴＡ ﾛｸﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 午後 622 年 1,500 40～50代 文化

10901 南町小ＰＴＡ ﾐﾅﾐﾁｮｳｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 月2回木
午前
午後 386 年 2,000 20～50代 南町小

11765 南白糸台小学校PTA ﾐﾅﾐｼﾗｲﾄﾀﾞｲｼｮｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 500 年 2,000 南白糸台小

16460 五中ＰＴＡ ｺﾞﾁｭｳﾋﾟｰﾃｨｰｴｲ ＰＴＡ 不定 随時 455 年 1,800 40～50代 五中
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3528 府中洋画連盟 ﾌﾁｭｳﾖｳｶﾞﾚﾝﾒｲ 作品展示機会の支援 不定 随時 49 なし 40～70代
プラッツ、府
中美術館他

5145 たま映像連盟 ﾀﾏｴｲｿﾞｳﾚﾝﾒｲ 映像作品発表 ④土 午後 25 1団体年 5,000 60代以上
多摩交流セ
ンター他

13252 府中市スクエアダンスアカデミー ﾌﾁｭｳｼｽｸｴｱﾀﾞﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ スクエアダンス 月4～5回木 午後 22 年 1,200 60代以上 市内中心

4008 竹讃会 ﾁｸｻﾝｶｲ 郷土の行政・歴史・文化 ①火 午前 136 年 2,000 60～70代 教育、中央

4091 富士の会 ﾌｼﾞﾉｶｲ 地域交流
②③④日（不
定）

午前
午後 16 40代以上 中央他 活動ごとに諸経費を参加者割徴収

7776 本宿青年会 ﾎﾝｼｭｸｾｲﾈﾝｶｲ 地域青年会の勉強会 月1回（不定） 夜間 16 年 6,000 20～30代 西府

8043 本宿懇話会 ﾎﾝｼｭｸｺﾝﾜｶｲ 団体活動（地域活動） 不定 随時 136 年 3,000 20～70代
府中西部地
区、西府

必要に応じ臨時徴収有

11202 府中市青年会連合会 ﾌﾁｭｳｼｾｲﾈﾝｶｲﾚﾝｺﾞｳｶｲ 地域住民との交流 月1回 夜間 74 1団体年 20,000 20～30代 教育

28579
特定非営利活動法人ママチャー
リーズ

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾏﾏﾁｬｰ
ﾘｰｽﾞ

子育て家庭のコミュニティづく
り

月3回①水②
金､土or日

全日 27 年 3,000 20～50代 市内各所 ボランティア会員は会費300円

6086 ラボ国際交流 ﾗﾎﾞｺｸｻｲｺｳﾘｭｳ 異文化交流
月4回火or不
定

夜間 20 月 500
～30代､
60～70代

文化

7693 チマ・チョゴリ友の会 ﾁﾏﾁｮｺﾞﾘﾄﾓﾉｶｲ 在日韓国･朝鮮人との交流 ③金 夜間 21 月 300 40～70代 市内 主財源はカンパ制

12716 ＦＴ交流会 ｴﾌﾃｨ-ｺｳﾘｭｳｶｲ 地域社会での国際交流
①②③④金,
月末土

午後
夜間 18 月 200 20代以上

府中国際交
流サロン他

31158 ラボ国際交流ジュニア ﾗﾎﾞｺｸｻｲｺｳﾘｭｳｼﾞｭﾆｱ
小学生その家族の異文化交
流

月4回土or日 午後 9 月 500
～10代、
40～50代、
80代以上

文化

34018 府中ＪＳＬ学習支援の会
ﾌﾁｭｳｼﾞｪｲｴｽｴﾙｶﾞｸｼｭｳｼｴﾝﾉｶ
ｲ

市内の小中高校の日本語指
導に関する支援

不定 全日 14 なし 40～70代 中央他

4038 府中の教育文化を学ぶ会 ﾌﾁｭｳﾉｷｮｳｲｸﾌﾞﾝｶｦﾏﾅﾌﾞｶｲ
教育に関する研修・クラブの
研修と実践・学校の支援活動

②日 午後 66 年 1,500 60代以上 教育

17377
特定非営利活動法人 地域教育
ネット

ﾄｸﾃｲﾋｴｲﾘｶﾂﾄﾞｳﾎｳｼﾞﾝﾁｲｷｷｮｳ
ｲｸﾈｯﾄ

進学説明・相談会事業の研
究会

不定
午後
夜間 10 年 3,000 20～70代

中央、ﾙﾐｴｰ
ﾙ府中他

入会金別途1000円

18172 府中母の会 ﾌﾁｭｳﾊﾊﾉｶｲ 青少年育成 不定 随時 102 年 500 60～70代 市内

19172 府中女性防火の会 ﾌﾁｭｳｼﾞｮｾｲﾎﾞｳｶﾉｶｲ 防火・防災 不定 随時 258 なし 60代以上
文化、消防
署他

20303
府中市発達障がい児親の会
虹色てんとう虫

ﾊｯﾀﾂｼｮｳｶﾞｲｼﾞｵﾔﾉｶｲﾆｼﾞｲﾛﾃﾝ
ﾄｳﾑｼ

発達障がい者の社会参加方
法について学ぶ

③土 午後 62 年 300 20～50代 中央 入会金別途300円、メール会員無料

28397 食育推進リーダー「パプリカ」 ｼｮｸｲｸｽｲｼﾝﾘｰﾀﾞｰﾊﾟﾌﾟﾘｶ 健康に関する研修・啓発 月2回金 午後 13 年 500 40～70代 中央他 会費は年額2000円を上限

5240 府中平和まつり実行委員会 ﾌﾁｭｳﾍｲﾜﾏﾂﾘｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ 平和に関する学習 月1回（不定） 夜間 29 なし 40代以上
中央、プラッ
ツ他

会費はカンパで運営

7838 けやき平和コンサートの会 ｹﾔｷﾍｲﾜｺﾝｻｰﾄﾉｶｲ 学習(平和・環境・福祉)・合唱 月3回日 午後 43 年 1,000 50代以上
中央、白糸
台他
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No. 団体名 団体名(フリガナ) 学習内容 活動日
活動
時間

会員数 会 費 年齢層 活動場所 備考

5814 年金問題を考える会 ﾈﾝｷﾝﾓﾝﾀﾞｲｦｶﾝｶﾞｴﾙｶｲ 年金制度、介護福祉問題 ①日 午前 20 月 300 60～70代 中央 活動上不足の会費は都度徴収

7717 サロン２１ ｻﾛﾝ21 社会問題の学習等 月1～2回 随時 12 実費 20～50代 文化他

17392 府中緊急派遣村 ﾌﾁｭｳｷﾝｷｭｳﾊｹﾝﾑﾗ 貧困・労働問題等 毎週日～金
午前
午後 22 なし 40～70代 市内 主財源はカンパ制

21208 府中まちづくり研究所 ﾌﾁｭｳﾏﾁﾂﾞｸﾘｹﾝｷｭｳｼﾞｮ
自治体財政の分析、政策の
研究

月1回（不定） 夜間 11 年 1,000 40～70代 中央他

135 東京府中ロータリークラブ ﾄｳｷｮｳﾌﾁｭｳﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ボランティア ①②③④水 午後 54 年 300,000 40～90代 商工会議所

8926 府中交通安全協会婦人部会
ﾌﾁｭｳｺｳﾂｳｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲﾌｼﾞﾝﾌﾞ
ｶｲ

地域交通安全 ③木 夜間 9 なし 60～70代 中央

15903 ライフデザイン推進協会 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｽｲｼﾝｷｮｳｶｲ 児童（小学生）との接し方 ②火 午前 22 月 1,000 30～70代
府中市立小
学校

入会金別途10000円

18465
府中市生涯学習ボランティア「悠
学の会」

ﾌﾁｭｳｼｼｮｳｶﾞｲｶﾞｸｼｭｳﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ｢
ﾕｳｶﾞｸﾉｶｲ｣

生涯学習ボランティア 不定 随時 53 年 1,000 60～70代 生涯

32828
わがまちありすの会～朝日・多
磨・紅葉・若松～

ﾜｶﾞﾏﾁｱﾘｽﾉｶｲ~ｱｻﾋ･ﾀﾏ･ﾓﾐｼﾞ･
ﾜｶﾏﾂ~

地域課題とその解決 ③火 午後 11 なし 全世代 紅葉丘 経費は社会福祉協議会助成金を充当

2093
子どもと教科書を考える府中の
会

ｺﾄﾞﾓﾄｷｮｳｶｼｮｦｶﾝｶﾞｴﾙﾌﾁｭｳﾉｶ
ｲ

教育環境 月1回（不定） 全日 20 40～70代
中央、教育
センター他

会費はカンパ制

8370 土木建築研究会 ﾄﾞﾎﾞｸｹﾝﾁｸｹﾝｷｭｳｶｲ 土木建築技術
毎月10日・13
日

夜間 18 月 900 20～70代 白糸台 入会金別途500円

10389
就学時健診を考える府中市民
の会

ｼｭｳｶﾞｸｼﾞｹﾝｼﾝｦｶﾝｶﾞｴﾙﾌﾁｭｳｼ
ﾐﾝﾉｶｲ

教育
月1～2回
土、日

午後 23 年 1,000
文化、教育、
プラッツ
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